
桐蔭学園中学校女子部桐蔭学園中学校女子部桐蔭学園中学校女子部桐蔭学園中学校女子部    第第第第１９１９１９１９回合唱回合唱回合唱回合唱コンクールコンクールコンクールコンクール    プログラムプログラムプログラムプログラム    

【【【【第第第第１１１１部部部部】】】】    

☆☆☆☆    開会式開会式開会式開会式「「「「開会開会開会開会のののの言葉言葉言葉言葉」」」」 ・・・・・ 合唱コンクール委員長  永 祐美 

☆☆☆☆    校歌斉唱校歌斉唱校歌斉唱校歌斉唱      ・・・・・ 指揮者 宇佐美 優花 伴奏者 和田  茉莉 

 

１１１１．．．．１１１１年年年年 BBBB 組組組組『『『『大切大切大切大切なものなものなものなもの』』』』    ・・・・・ 作詞 山崎 朋子 指揮者 橋本 桜 

         作曲 山崎 朋子    伴奏者 児玉 聖奈 

２２２２．．．．１１１１年年年年 1111 組組組組『『『『時時時時をををを越越越越えてえてえてえて』』』』    ・・・・・ 作詞 栂野 知子    指揮者 舟生 未来 

      作曲 栂野 知子 伴奏者 黒沼 凛香 

３３３３．．．．１１１１年年年年 3333 組組組組『『『『WiWiWiWith You Smileth You Smileth You Smileth You Smile』』』』・・・・ 作詞 富澤 裕     指揮者 山田 優稀 

      作曲 水本 誠  伴奏者 新藤 乃彩 

４４４４．．．．１１１１年年年年 AAAA 組組組組『『『『明日明日明日明日へへへへ』』』』 ・・・・・ 作詞 富岡 博志    指揮者 西山 綾羽 

      作曲 富岡 博志    伴奏者 坂田 菜々子 

５５５５．．．．１１１１年年年年 2222 組組組組『『『『ふるさとふるさとふるさとふるさと』』』』  ・・・・・   作詞 小山 薫堂    指揮者 桐山 華帆 

      作曲 Youth Case   伴奏者 鈴木 萌絵 

６６６６．．．．２２２２年年年年 2222 組組組組『『『『予感予感予感予感』』』』         ・・・・・ 作詞 片岡 輝  指揮者 宗像 佑美 

      作曲 大熊 崇子 伴奏者 西村 千波  

７７７７．．．．２２２２年年年年 AAAA 組組組組『『『『証証証証』』』』         ・・・・・ 作詞 山村 隆太 指揮者 久保寺 杏菜    

      作曲 阪井 一生 伴奏者 井出 絵梨香 

8888．．．．２２２２年年年年 3333 組組組組『『『『君君君君とみたとみたとみたとみた海海海海』』』』 ・・・・・ 作詞 若松 歓  指揮者 福家 穂乃佳 

      作曲 若松 歓  伴奏者 加藤 綾子 

９９９９．．．．２２２２年年年年 1111 組組組組『『『『時時時時のののの旅人旅人旅人旅人』』』』 ・・・・・ 作詞 深田 じゅんこ 指揮者 笠原 沙也香 

      作曲 橋本 祥路  伴奏者 王 馨 

10101010．．．．２２２２年年年年 BBBB 組組組組『『『『二十億光年二十億光年二十億光年二十億光年のののの孤独孤独孤独孤独』』』』 ・・ 作詞 谷川 俊太郎 指揮者 二木 理沙子 

      作曲 木下 牧子  伴奏者 宮川  紗矢香    

    

    



【【【【第第第第２２２２部部部部】】】】    

◎◎◎◎    中中中中３３３３課題曲課題曲課題曲課題曲『『『『青青青青いいいい鳥鳥鳥鳥』』』』  作詞 安岡 優   作曲 北山 陽一 

１１１１1111．．．．３３３３年年年年 1111 組組組組 

◎◎◎◎    課題曲課題曲課題曲課題曲   指揮者 鈴木 美里      伴奏者 上田 花寧 

『『『『GirlsGirlsGirlsGirls’’’’ Sing Sing Sing Sing----OffOffOffOff』』』』                                    作詞 Beyonce Knowles     指揮者 西田 佳奈 

                    作曲 Beyonce Knowles     伴奏者 西垣 結花 

１１１１2222．．．．３３３３年年年年 AAAA 組組組組    

◎◎◎◎    課題曲課題曲課題曲課題曲   指揮者 田村 芽衣   伴奏者 吉岡 美来 

『『『『DaDaDaDancing Queenncing Queenncing Queenncing Queen』』』』                            作詞・作曲     指揮者 國岡 千乃 

                Benny Anderson,   伴奏者 川村 璃渚 

Bjoern UIvaes, Stikkan Anderson  

１１１１3333．．．．３３３３年年年年 3333 組組組組    

◎◎◎◎    課題曲課題曲課題曲課題曲   指揮者 村野 菫   伴奏者 安永 瑞穂 

『『『『Top of Top of Top of Top of thethethethe World World World World』』』』                作詞 The Carpenters    指揮者 村野 菫    

                作曲 The Carpenters      伴奏者 安永 瑞穂 

１１１１4444．．．．３３３３年年年年 2222 組組組組    

◎◎◎◎    課題曲課題曲課題曲課題曲   指揮者 岸本 あかね  伴奏者 鴨志田 梨乃 

『『『『Tomorrow Shall BeTomorrow Shall BeTomorrow Shall BeTomorrow Shall Be    作詞 John Rutter     指揮者 坂本 園生女 

My Dancing DayMy Dancing DayMy Dancing DayMy Dancing Day』』』』                作曲  John Rutter  伴奏者 水口 亜子 

                  

    

～～～～審査集計中審査集計中審査集計中審査集計中～～～～    

☆☆☆☆    混声混声混声混声合唱部合唱部合唱部合唱部によるによるによるによる演奏演奏演奏演奏    

『『『『III. TempestosoIII. TempestosoIII. TempestosoIII. Tempestoso』』』』 

 『『『『友友友友    ～～～～旅立旅立旅立旅立ちのちのちのちの時時時時～～～～』』』』 

☆☆☆☆    結果発表結果発表結果発表結果発表・・・・表彰式表彰式表彰式表彰式    

☆☆☆☆    閉会式閉会式閉会式閉会式「「「「閉会閉会閉会閉会のののの言葉言葉言葉言葉」」」」 ・・・・ 合唱コンクール副委員長 中野 綾美 


