プログラム
10：00

中部大学シンフォニックバンド
1．美中の美 ―― 作曲：ジョン・フィリップ・スーザ
2．銀河鉄道 999 ―― 作曲：タケカワ ユキヒデ
3．なないろ ―― 作曲：藤原 基央

編曲：真島 俊夫

中部大学混声合唱団
1．中部大学校歌 ―― 作曲：大中 寅二
2．パプリカ ―― 作曲：米津 玄師
3．カイト ―― 作曲：米津 玄師
5．さんぽ ―― 作曲：久石 譲

編曲：永友 博信

編曲：石川 芳
編曲：西條 太貴

4．となりのトトロ ―― 作曲：久石 譲

13：00

編曲：小島 里美

編曲：宮川 成治

4．オーメンズ・オブ・ラブ ―― 作曲：和泉 宏隆

11：30

編曲：フレデリック・フェネル

作詞：米津 玄師
作詞：米津 玄師

編曲：源田 俊一郎

編曲：源田 俊一郎

作詞：佐藤 一英

作詞：宮崎 駿

作詞：中川 李枝子

中部大学マンドリンクラブ
1．プレリュード 2 ―― 作曲：吉水 秀徳

14：00

中部大学軽音楽部ナチュラルサウンズ・ジャズ・オーケストラ
1．Hay Burner ―― 作曲：Sammy Nestico
2．Orange Sherbert ―― 作曲：Sammy Nestico
3．ALIANZA ―― 作曲：Eric Morales

15：00

中部大学管弦楽団
1．アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第一楽章
―― 作曲：ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
2．交響曲第 45 番『告別』第 4 楽章 ―― 作曲：フランツ・ヨーゼフ・ハイドン
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中部大学
シンフォニック
バンド

中部大学シンフォニックバンドです。私たちは一年を通し、全日
本吹奏楽コンクールへの出場や学内外からの依頼演奏のほかに、
今回の音楽祭や学内スポーツ大会・定期演奏会でドリルを行うなど、
幅広い活動をしています。常任指揮者の元名古屋フィルハーモニー
交響楽団首席打楽器奏者の和泉正憲先生のご指導のもと、今年度
のコンクールでは県大会金賞を受賞しました。日々向上心を持ち、
練習に取り組んでいます。

また、私たちの一年間の集大成として 2022 年 2 月 19 日
（土）
に
小牧市市民会館にて第 40 回定期演奏会を行います。第Ⅰ部シン
フォニックステージ、第Ⅱ部ドリルステージ、第Ⅲ部ポップスステー
ジの 3 部構成となっております。皆様お誘いあわせの上、ぜひお越
しください。

● 曲 目 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■
1. 美中の美
3. なないろ
作曲：ジョン・フィリップ・スーザ

編曲：フレデリック・フェネル

スーザの行進曲で、最も美しく素晴らしいメロディをもつと言われる
この曲は、1908 年の博覧会のために作られました。スーザは毎年
招待される展示会場で働く一人の美しい女性に心をとめており、そ
の女 性をイメージして作 曲したといわれています。曲 名の英 訳
「The Fairest of the Fair」には「美人の中で最も美しい」「博覧会
の中でも最も素晴らしい博覧会」という意味が込められています。

2. 銀河鉄道 999

作曲：タケカワ ユキヒデ

編曲：小島 里美

この曲は松本零士の SF 漫画「銀河鉄道 999」が映画化された際に、
ゴダイゴによって歌われた主題歌です。何年経っても古さを感じさせ
ないこの曲は、ゴダイゴだけでなく様々なアーティストによってカ
バーされています。さらにこの曲は吹奏楽のアレンジ版も多くあり、
聴いたことがある人も多いのではないのでしょうか。イントロや
A.Sax, Tb のフェイクソロなどのアレンジも見どころとなっています。

作曲：藤原 基央

編曲：宮川 成治

BUMP OF CHICKEN によって歌われたこの曲は、NHK 朝の連続テ
レビ小説「おかえりモネ」の主題歌となっていました。この物語で
は主人公が “未来を予測できる” 天気予報を通じて人々の役に立ち
たいと気象予報士を目指し、故郷に貢献していきます。心地よいリ
ズムとさわやかなサウンドが、ヒロインと聴く人全ての背中を優しく、
そして力強く押してくれる一曲です。

4. オーメンズ・オブ・ラブ

作曲：和泉 宏隆

編曲：真島 俊夫

日本を代表するインストゥルメンタルバンド T-SQUARE の代表曲で
す。「宝島」でおなじみの和泉宏隆、真島俊夫によって作編曲され
ました。曲名を日本語に訳すと「恋の予感」となり、これから恋が
始まるようなワクワクした雰囲気を醸し出した曲調となっています。
小泉今日子や野村宏伸が歌ったことでも話題になりました。スピード
感のある流れるようなメロディに注目して、お楽しみ下さい。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■
学生指揮者：学生指揮
三木 裕紀子（3 年）
演奏指導：和泉 正憲 プロフィール
京都市立芸術大学音楽学部打楽器科卒業
副学生指揮 岩 月 夢 歩（2 年）
元名古屋フィルハーモニー交響楽団主席打楽器奏者
現在

中部打楽器協会理事長
岐阜県吹奏楽連盟顧問
愛知県立明和高等学校音楽科講師
大垣女子短期大学音楽総合科講師
中部大学シンフォニックバンド指揮者
三重県立白子高等学校吹奏楽コース講師

● 出演者 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

フルート
藤間安未果（歴史地理 4）
杉本 花梨（応用生物化 3）
三輪 桃華（日本語日本文化 1）

クラリネット
副部長

浅田 有稀（作業療法 3）
西尾 宙馬（ロボット理工 2）

サックス
寺田登和子（幼児教育 4）
豊田 壮太（歴史地理 3）
鈴木 凜那（作業療法 3）
田中 希海（現代教育 1）
澤田 拓真（環境生物科 1）
久富はやと（機械工 1）

トランペット
副学生指揮
梶原 拓海（食品栄養科 3）
岩月 夢歩（歴史地理 2）
望月 涼香（国際 2）
神野 優奈（幼児教育 1）
小林 愛実（幼児教育 1）
岡本康太郎（ロボット理工 1）
小寺 寛太（電気電子システム工 1） 亀島 郁裕（建築 1）

トロンボーン
伊藤 寿起（現代教育 3）
稲垣 尚人（機械工 1）
徳田萌乃香（保健看護 1）
ホルン
部長

新美 萌絵（歴史地理 3）
山本 穂乃（幼児教育 1）
ユーフォニアム
萩野 佑亮（応用生物化 3）
チューバ
大澤 鐘平（経営総合 2）

コントラバス
学生指揮

三木裕紀子（応用生物化 3）
パーカッション
加藤 拓実（経営総合 4）
吉田菜々子（幼児教育 4）
下堂薗理紗（作業療法 3）
秋山 珠璃（臨床工 2）
酒井 優嘉（英語英米文化 2）
高木 美里（幼児教育 1）
滝
柊人（機械工 1）
松田 優騎（宇宙航空理工 1）
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中部大学
混声合唱団

中部大学混声合唱団は、1975 年 6 月に中部工業大学（現中部大
学）創立者故三浦幸平先生の学園葬で、告別式の曲を演奏するた
めに、職員および学生の中から合唱経験者を集め、結成されました。
その後一時期に解散されましたが、1979 年秋に故片岡靖夫先生
（元クラブ顧問）が、合唱・音楽部活動経験のある学生に声を掛け、
混声合唱団「中部大学グリークラブ」を発足させました。三浦昌夫
学長補佐（当時）を始め、大学事務局に多くの支援をいただきました。

1992 年度にグリークラブから「中部大学混声合唱団」に名称を
変え、今に至ります。
2019 年度から音楽監督の田中康司先生とヴォイストレーナーの
槌田幸子先生のお二人に指導をいただいておりましたが、昨年から
のコロナ禍で団員が集まっての合唱練習は余儀なく休止となり、こ
の秋学期にようやく再開できました。少ない部員数ですが、多くの
皆様に合唱のすばらしさをお伝えできるように活動しています。

● 曲 目 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

1. 中部大学校歌

作曲：大中 寅二

編曲：永友 博信

作曲：佐藤 一英

桃園の夢 新たにて 春日井の丘 白亜あり・・・かつて桃畑であっ
た丘に何棟もの中高層建築の学舎が聳え立つ中部工業大学開学と
ともに制定された校歌です。斉唱でお送りします。

2. パプリカ
3. カイト

作曲：米津 玄師

作曲：米津 玄師

編曲：石川 芳

作曲：米津 玄師

編曲：西條 太貴

作曲：米津 玄師

4. となりのトトロ

作曲：久石 譲

5. さんぽ

作曲：久石 譲

編曲：源田 俊一郎

編曲：源田 俊一郎

作詞：宮崎 駿

作詞：中川 李枝子

スタジオジブリ制作のアニメ映画『となりのトトロ』のオープニング
テ－マ、エンディングテーマです。アニメソングですが、ほのぼのと
した暖かさをもつ久石譲氏の音楽として、小学校の音楽教科書にた
びたび掲載されている童謡です。二部合唱でお送りします。

NHK2020 ソング・応援ソングとして、今夏開催された東京オリン
ピック・東京パラリンピックのテーマソングとしておなじみの曲です。
二部合唱でお送りします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

指揮・音楽監督：田中 康司 プロフィール

ヴォイストレーナー：槌田 幸子 プロフィール

国立音楽大学で調律を学び、㈱ヤマハ東京支店勤務を経て、出身
地の大垣へ戻る。大垣北高在学中に音楽部で学生指揮をしていた
ことから、現在も地元の複数の合唱団の指揮者として活躍中。特に
シュトウットガルトゾリステンとの共演では好評を博す。大垣市制
100 周年記念第九演奏会合唱指揮者。指揮法･合唱指導法を大谷
研二氏に師事。

桜丘高等学校音楽科卒業。愛知県立芸術大学卒業。林八重子、戸
山俊樹各氏に師事。幼い頃からキリスト教会で歌い、桜丘高等学
校音楽科在学中より教会、幼稚園、中学校、各種施設での演奏活
動を始める。これまでに、岡崎音楽家協会新人演奏会など様々なコ
ンサートに出演。チャリティーコンサート、子ども向けコンサートな
どにも数多く参加している。中学校教諭を経て、現在は、つちだ音
楽教室主宰、名古屋短期大学非常勤講師。

ピアノ：深澤 由里子 プロフィ－ル
愛知県立明和高等学校を経て、昭和音楽大学ピアノ科卒業。睦美
音楽センタ－にて、ピアノ、リトミックの講師を経て、現在は自宅で
音楽教室を主宰。伊藤順子、石塚幸生各氏に師事。2019 年度よ
り中部大学混声合唱団客演伴奏者を務めている。

● 出演者 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■
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男声
片岡 聖吾（応用生物化 1）
佐々木誠勇（心理 2）
篠原 湧希（ロボット理工 4）
校條 和輝（応用生物化 4）

指揮・音楽監督

田中 康司（賛助）
顧問

西沢 祐治（賛助）
顧問

松山

明（賛助）

女声

ピアノ

深澤由里子（賛助）

ヴォイストレーナー

槌田 幸子（賛助）

中部大学
マンドリンクラブ

私たちマンドリンクラブは、中部工業大学創立時から存在

部してくれた新入生がいた事や、部員同士で時には助け合っ

する、歴史と伝統のあるクラブです。「初めてマンドリン音

て楽しく練習に取り組み、今日まで活動を続けていくことが

楽を聴く人にも、感動してもらえるステージにしたい」を

出来ています。

モットーに、定期演奏会の他、福祉施設等の訪問演奏など
様々な場所で活動を行ってきました。

音量や迫力では他団体に比べてかなり劣ってしまうかと思
います。しかしマンドリン独特の音色は他の楽器では決して

しかし昨年から続いている新型コロナウイルス感染拡大の

味わうことはできない、マンドリンならではの美しい音色で

影響を受け、表立った活動が全くできなくなった事や、新入

す。マンドリンだからこそ奏でることのできる演奏を楽しん

生の勧誘がうまくできずに先輩方が卒業されたことで部員数

でいただけるように部員一同精一杯演奏させていただきます。

が激減してしまった事など、クラブ活動の継続自体が厳しく
なっているのが現状です。そんな中でもありがたいことに入

● 曲 目 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

1. プレリュード 2

作曲：吉水 秀徳

今回演奏させていただく「プレリュード２」という曲は緩
― 急 ― 緩という構成であり、ニ長調の単純ながら優しい第
1 主題、ロ短調の躍動的な第 2 主題、第 1 主題の忠実な再現
である第 3 主題という流れになっています。作曲にあたって
は気軽に演奏できる様に演奏時間が中規模程度の曲であるこ
と、現代的な含みを持っていながらも分かりやすさを伴って
いること、マンドリンオーケストラ本来の 6 パート構成で
オーケストレーションされていることが目指されています。
今回はコントラバスパートが不在であることや、現在は各
パートが最低人数しかいないため、本来この曲が持っている
美しい旋律や迫力を出し切れないところがあるかもしれませ
ん。しかしそのような中でも部員同士で切磋琢磨しながら今
日まで練習してきましたので、ぜひ聴いていただけると幸い
です。

● 出演者 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

マンドリン（1st）
藤井結賀菜（応用化 4）

マンドラ
山田 奈波（応用化 4）

マンドリン（2nd）
永江 綾音（現代教育 1）

マンドロンチェロ
加門 隼希（環境生物科 4）

クラシックギター
川合 哲也（環境生物科 4）
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中部大学軽音楽部
ナチュラルサウンズ・
ジャズ・オーケストラ

こんにちは！ 中部大学軽音楽部 Natural Sounds Jazz Orchestra
通称 NSJO です！

みんな楽しく、時に厳しく、ワイワイガヤガヤしながら音楽を楽し
んでいます！

私たちはビッグバンドと呼ばれる 17 人ほどの編成のバンド演奏を

そして、私達の 1 年の締めくくりとして、第 40 回リサイタルを 12

主体として、主にビッグバンドジャズを演奏しています。ビッグバン

月 26 日
（日）名東文化小劇場にて行います。入場は無料となってお

ドとはサックス５人、トロンボーン４人、トランペット４人、ドラム 1

りますので、今日の演奏で興味を持ってくださった方は、ぜひお越し

人、ベース 1 人、ピアノ 1 人で構成されている演奏形態です。

ください！

● 曲 目 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

1. Hay Burner

作曲：Sammy Nestico

とてもリラックスして楽しい曲です。テーマは 2 ビートですが途中４

3. ALIANZA

作曲：Eric Morales

「alianza」とはスペイン語で「同盟」を意味する単語で、スイング

ビートに変わります。

とラテンが交互に織り合わさった楽曲です。

作曲はビッグバンドの楽曲を数多く手掛けるサミーネスティコです。

ドラムがカウベルを使用する珍しいスタイルです。曲全体を通して

ビッグバンドを代表する曲の一つで、長く愛される名曲です。

全パートに見せ場があるので、お聞き逃しなく！
！

トランペットとアルトのデュエット、サックスソリ、ピアノソロなどのそ

テンポが速く、疾走感のあふれる演奏を最後までお聞きください。

れぞれのパートの見せ場と全パートが重なる場面のダイナミックさを
お楽しみください。

2. Orange Sherbert

作曲：Sammy Nestico

1 曲目と同じくこの曲もサミーネスティコの作曲です。
そしてこの曲は 1 年生が中心となって演奏します。中には大学から
楽器を始めた部員もいます！ 初々しくも活発な演奏にご注目ください。
軽快なリズムに明るくフレッシュなメロディーが乗る、爽やかで楽し
げな楽曲です。
ちなみに、バンドリーダーがオレンジシャーベットが好きだったこと
より曲名がつけられたそうです。

● 出演者 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

サックス
佐藤 真人（情報工 3）
水谷 憲伸（日本語日本文化 2）
飯田ひとみ（現代教育 2）
野村 侑汰（経営総合 2）
千賀 百花（環境生物科 2）
橋本 佳奈（心理 1）
近藤 大河（応用化 1）
上前 駿斗（生命医科 1）
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トランペット
浅見龍太郎（食品栄養科 3）
渉外

尾関 一樹（電気電子システム工 3）
林
優唯（幼児教育 3）
阿部 馨加（歴史地理 2）
中村 藍務（経営総合 2）
遠山実加子（環境生物科 1）
岩花脩太朗（国際 1）
奥田 裕也（国際 1）

トロンボーン
比嘉 龍介（応用生物化 3）
岡本穂乃花（情報工 2）
平田 有人（環境生物科 1）
飛岡 烈大（電気電子システム工 1）

リズム
部長

山下 由芽（宇宙航空理工 3）
岩崎 光希（情報工 3）
土屋 怜央（宇宙航空理工 3）
会計

山口 翔太（ロボット理工 3）
加藤千左希（宇宙航空理工 2）
三芳 澪菜（心理 2）
伊藤 瑛音（歴史地理 2）
永野 佑樹（環境生物科 1）
竹下 僚真（環境生物科 1）
加藤 恵太（経営総合 1）
梅田 美晴（幼児教育 1）

中部大学
管弦楽団

こんにちは、管弦楽団です。現在、私たちは毎年行う定期演奏会
を中心に活動しており、その他学内行事での演奏も行なっています。

本日は団員一同心をひとつにして精一杯演奏いたします。皆さま
には楽しいひとときを過ごしていただけたら幸いです。

今年も顧問の先生やトレーナーの先生方を始め、OB・OG の先輩

また、2022 年 9 月 4 日
（日）
に、春日井市民会館にて第 29 回定

方、大学関係者の皆様に支えられ、2021 年 10 月 3 日に春日井市

期演奏会を行います。皆さまお誘い合わせのうえ、是非ご来場くだ

民会館で第 28 回定期演奏会を開催することができました。

さい。

● 曲 目 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

1. アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第一楽章

2. 交響曲第 45 番『告別』第 4 楽章

作曲：ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

作曲：フランツ・ヨーゼフ・ハイドン

本作はモーツァルトの代名詞とも言える非常に有名な楽曲で、多く

本作はハイドンの交響曲全体の中でももっとも人気のある楽曲の一

の 人 にとって聞き馴 染 み のある作 品です。題 名 の “Eine kleine

つです。『告別』の愛称の由来として、「ハイドンと楽団員がエステ

Nachtmusik” はドイツ語で「小さな夜の曲」という意味があり、瑞々

ルハージ公の静養地へ赴いていた際、あまりにも長い滞在のために

しい活気と優美な楽想が全体に満ちています。弦楽合奏として親し

単身赴任を強いられ、楽団内に不満が蓄積した」という逸話があり

まれているこの作品を、今回は管楽器も交えたオーケストラ版の編

ます。「早く帰りたい」という楽団員たちの訴えを伝えるためにハイ

曲で演奏します。華やかさと上品さが一体となった流麗な響きをお

ドンが楽曲にどのような仕掛けを施したのか、ステージ上の変化に

楽しみください。

注目してお聴きください。

――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――

演奏指導：平光 真彌 プロフィール

学生指揮者：学生指揮 坂倉 悠人（1 年）

■

■

愛知県立芸術大学卒業。同大学大学院修了。中村桃子賞受賞。ヴァ
イオリンを青山泰宏、大久保ナオミ、福本泰之、E・ダネル、服部芳
子の各氏に師事。指揮を神谷一衛に師事。第 11 回日本クラッシック
音楽コンクール第 3 位、第 1 回宗次ホール弦楽四重奏コンクール第
1 位。2004 ～ 2021 年 3 月、愛知室内オーケストラコンサートマス
ター。愛知県立芸術大学非常勤講師。平成 29 年度、愛知県文化芸
術選奨新人賞受賞。

● 出演者 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■

学生指揮
坂倉 悠人（日本語日本文化 1）

ヴァイオリン
コンサートマスター

ヴィオラ
早瀬
慎（OB）
柴田 紗波（食品栄養科 3）
望月 麻希（幼児教育 2）

宮本 埈臣（応用生物化 4）
チェロ
片山 凜華（心理 4）
左右田 耀（心理 4）
川崎
駿（経営総合 3）
山﨑 拓登（環境生物科 3）
戸村 優輔（心理 3）
武
遥菜（環境生物科 2）
中山 実優（日本語日本文化 3）
吉野 真衣（都市建設工 1）
井戸 尊信（現代教育 2）
高坂 美羽（コミュニケーション 2）
コントラバス
須藤 絢香（ロボット理工 2）
道木紳太郎（国際 4）
大宮海南登（宇宙航空理工 1）
神谷 俊介（環境生物科 2）
井戸
慧（ロボット理工 1）
舟橋かりん（保健看護 1）

フルート
久野 啓吾（国際 4）
平田 梓紗（応用生物化 2）

トランペット
杉浦 大和（歴史地理 2）
田島 知紘（応用化 1）

MC

村田 陽香（国際 1）
クラリネット
岩井 春樺（応用生物化 1）
MC

満名 愛花（応用生物化 1）
オーボエ
田中 章博（日本語日本文化 1）

ホルン
野口 恭平（都市建設工 4）
城山 大地（情報工 4）
立岩有里香（食品栄養科 3）
チューバ
渡辺 真希（食品栄養科 4）

ファゴット
河田 真白（日本語日本文化 2）
06

2021 第 17 回中部大学音楽祭実行委員会
佐々木誠悠

混声合唱団

片岡

聖吾

混声合唱団

加門

隼希

マンドリンクラブ

山﨑

拓登

管弦楽団

井戸

尊信

管弦楽団

新美

萌絵

シンフォニックバンド

萩野

佑亮

シンフォニックバンド

久富はやと

シンフォニックバンド

山下

由芽

軽音楽部ナチュラルサウンズ･ジャズ･オーケストラ

飯田ひとみ

軽音楽部ナチュラルサウンズ･ジャズ･オーケストラ

司会進行・映像・配信

放送研究会

大西

信之

学校法人中部大学 学監

水村さおり

中部大学音楽祭アドバイザー・中部大学准教授

西沢

祐治

混声合唱団顧問・中部大学教授

松山

明

磯部

友彦

髙木

徹

伊藤

正晃

シンフォニックバンド顧問・中部大学講師

三上

仁志

軽音楽部ナチュラルサウンズ･ジャズ･オーケストラ顧問・中部大学講師

三摩

真己

放送研究会顧問・中部大学教授

野㟢

誠

主催：

混声合唱団顧問・中部大学准教授
マンドリンクラブ顧問・中部大学教授
管弦楽団顧問・中部大学教授

放送研究会顧問・学校法人中部大学 学園広報部 制作課

中部大学

後 援 ： 中日新聞社

中部大学同窓会

協 賛 ： （有）中部大学サービス

中部大学後援会

中部大学幸友会

