
不二先生登場！ 最高に盛り上がりました♪ 不二先生とハートマーク

みんなで記念撮影
 
入学式式典演奏・歓迎演奏入学式式典演奏・歓迎演奏
平成29年4月10日（月）
入学式にて国歌演奏を行いました。また，式典後には吹奏楽部の演奏とともに生徒有志による校歌
披露，吹奏楽部による新入生歓迎演奏を行いました！
 
　　新入生のみなさん
　　ご入学おめでとうございます

 

　 　
 

姫路市立琴丘高等学校
顧問　巽　康忠

 

♪これまでの歩み♪♪これまでの歩み♪

67. 第44回兵庫県アンサンブルコンテスト67. 第44回兵庫県アンサンブルコンテスト
平成29年1月22日（日）高砂市文化会館にて第44回兵庫県アンサンブルコンテストが開催されま
した。本校からは2チーム出場しました。
 

巽 康忠



結果と講評はこちら 20170123-142741.docx [19KB docxファイル]  
新聞記事はこちら 20170124-080811.pdf [424KB pdfファイル]  

 
66. 第27回高等学校アンサンブルコンサート66. 第27回高等学校アンサンブルコンサート
1月8日（日）アクアホールにて、第27回西播高等学校吹奏楽連盟アンサンブルコンサートが開催
されました。本校からコンテスト部門に３チーム、フェスティバル部門に3チームがエントリー
し、練習の成果を発表しました。

 
 結果と講評はこちら 20170109-143657.docx [23KB docxファイル]  

 
65.第44回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会65.第44回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会
平成28年12月25日（日）赤とんぼホールにて第44回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大
会が開催されました。本校からは４チーム出場しました。

 
講評はこちら 20170106-082015.docx [22KB docxファイル]   
新聞記事はこちら 20170106-082114.pdf [124KB pdfファイル]  
 

64. 第５１回西播高等学校吹奏楽連盟演奏会64. 第５１回西播高等学校吹奏楽連盟演奏会
平成28年11月20日（日）姫路市文化センター大ホールで開催された、西播高等学校吹奏楽連盟演
奏会での演奏の講評です。

 
フェスティバル・バリエーション ／ C.T.スミス　作曲
J-POP Stage vol.10（スタジオジブリ名曲集）／ 久石 譲 他　作曲

 
　【講評】川西　克明先生（ホルン）
・フェスティバルバリエーション
　不二先生、やってくれたな！！（笑）。基本に忠実に演奏しているから、なし得た結果。力で押
さずにセンスの良い音色と音量でした。整然とした演奏でした。ホルン群、素晴らしい、実に素晴
らしい！！（久しぶりに心臓がバクバクしました）
・スタジオジブリ名曲集
　さきほどのスミス作品とは別団体か？と思わせるリラックスした演奏。
こういう落差もおもしろい。

 
63. 第40回兵庫県高等学校総合文化祭「吹奏楽部門」演奏会講評63. 第40回兵庫県高等学校総合文化祭「吹奏楽部門」演奏会講評
平成28年11月12日（土）尼崎アルカイックホールで開催された、
兵庫県高等学校総合文化祭での演奏の講評です。

 
　演奏曲：三日月に架かるヤコブの梯子/真島俊夫　作曲
 
【講評】
　藤原 功次郎先生（トロンボーン）
　青春！！！TpとHrさん、ブラボーです！！全員の音楽をする感じ、すごく良かったです。Tbさ
んブラボーです。良い音でした！！コンクール的な目線から言うと、音色感、特に木管さんのニュ
アンス、かなり細部まで調性感とリンクした音の色と、音の温度が欲しいです。テクニックに泣か
されないようにしましょう。でもまだまだこれからだし、可能性しかないです。感動系の調性感の
メロディーはすごく合ってるので、そこに至るまでの暗いとこや、切ない部分のもって行き方の表
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現の幅とテクニックの質を磨きましょう。これからすごく楽しみです！！頑張って下さい。
 
　飯守 伸二先生（サクソホン）
　とても良く鳴らし、一人一人の音がとても強いと思います。ただ、その強さが、力みに通じてし
まうところもあるようです。どのパートも音域が高いのですが、細かい連符など、少し勢いに任せ
てしまい、気持ち先走っているように感じる部分もあります。背伸びする時期でもあると思います
が、安定した実力も期待したいと思いました。
 

62. 依頼演奏（平成28年10月20日（木））62. 依頼演奏（平成28年10月20日（木））
第67回兵庫県学校保健協議大会・第51回姫路市学校保健大会でのアトラクションの演奏です。
　http://youtu.be/UzXQDMCNQk0
 

61. お別れイベント61. お別れイベント
平成28年8月31日（日）に、お世話になった夜間警備員さんとのお別れ会の様子です。
 

　　 　　 　　
 

60. オープンハイスクール60. オープンハイスクール
平成28年8月25日, 26日に本校の体育館で演奏した様子です。
 

　 　

　 　

　
 
59. 琴丘フェスティバル59. 琴丘フェスティバル

http://youtu.be/UzXQDMCNQk0


平成28年６月10日（金）に本校の体育館で演奏した様子です。
 

　　 　　

　　 　　

　　
 
58. 依頼演奏（イオンモール姫路リバーシティー）58. 依頼演奏（イオンモール姫路リバーシティー）
平成28年９月19日（月･祝）にイオンモール姫路リバーシティーで演奏してきました。
たくさんの観客に囲まれ、とても緊張しましたが、楽しんで演奏出来ました。
 



 
57. 第63回兵庫県吹奏楽コンクール(一般の部）57. 第63回兵庫県吹奏楽コンクール(一般の部）
　平成28年8月14日（日）に姫路市文化センターで第63回兵庫県吹奏楽コンクールが開催され、
一般部門にOB吹奏楽団が出場いたしました。結果は、銀賞を受賞しました。ご声援ありがとうご
ざいました。
 
　講評はこちら 20160824-091316.pdf [150KB pdfファイル]  

 
56. 第63回兵庫県吹奏楽コンクール(高等学校Ａの部）56. 第63回兵庫県吹奏楽コンクール(高等学校Ａの部）
　平成28年8月12日（金）にアルカイックホールで第63回兵庫県吹奏楽コンクールが開催され、
高等学校Ａ部門に出場いたしました。結果は、銀賞を受賞しました。ご声援ありがとうございまし
た。
 
　講評はこちら 20160822-145330.docx [19KB docxファイル]  

 
55. 第６３回兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会55. 第６３回兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会
　平成28年7月31日（日）に姫路市文化センターで第63回兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会
が開催され、高等学校A部門に出場いたしました。結果は、最優秀賞・金賞を受賞し、西播地区代
表として、来る8月12日（金）尼崎のアルカイックホールで開催される県大会に出場することにな
りました。ご声援ありがとうございました。県大会も頑張ります。

 
　講評はこちら H28seiban.pdf [365KB pdfファイル]  
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54. 野球部の応援54. 野球部の応援
　平成28年7月16日（土）尼崎のベイコム野球場にて、高砂高校との公式戦の応援に、ダンス部
とともに行って来ました。残念ながら試合は負けましたが、力の限り応援しました。
 

　 　 　

　 　 　
 
53. バンドジャーナル（6月号）53. バンドジャーナル（6月号）
バンドジャーナルの6月号に、全日本アンサンブルコンテストの写真が掲載されました。
　20160510-150022.pdf [550KB pdfファイル]  

 
52. オトノチカラ（朝日新聞記事）52. オトノチカラ（朝日新聞記事）
朝日新聞に記事が掲載されました。（左へ90度反転してお読みください）。
　　20160419-083307.pdf [1077KB pdfファイル]
 

51. 教育長報告51. 教育長報告
　平成28年3月29日（火）、姫路市教育長へアンサンブルコンテストの結果報告をしました。
たくさんの方々に祝福していただき、大変嬉しかったです。
 

　
 

朝日新聞の記事はこちら（3/19）
20160330-073246.pdf [209KB pdfファイル]  

 
50. 第39回全日本アンサンブルコンテスト50. 第39回全日本アンサンブルコンテスト
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　平成28年3月19日（土）香川県のアルファあなぶきホールで第39回全日本アンサンブルコンテ
ストに出場しました。銀賞を受賞しました。たくさんのご声援、ありがとうございました。

 
　審査票（Ａ,Ｂ,Ｃ）の相対評価
芦田修次 （クラリネット、くらしき作陽大学） ：Ｂ
大橋晃一 （ホルン、東京芸術大学） ：Ｂ
岡崎耕二 （トランペット、東京都交響楽団） ：Ａ
木村寛仁 （ユーフォニアム、大阪音楽大学） ：Ｂ
雲井雅人 （サクソフォーン、国立音楽大学） ：Ｂ
さかはし矢波（フルート、東京フィルハーモニー交響楽団） ：Ａ
船迫優子 （打楽器、東京フィルハーモニー交響楽団） ：Ｃ

 
朝日新聞の記事はこちら（3/19）20160320-091239.pdf [915KB pdfファイル]  
朝日新聞の記事はこちら（3/20）20160320-091302.pdf [396KB pdfファイル]  

 
49. チャリティーコンサート出演49. チャリティーコンサート出演
チャリティーコンサートに出演しました。詳しくは記事で。

 
朝日新聞の記事はこちら20160314-074919.pdf [286KB pdfファイル]  

 
48. 全国大会出場についての横断幕48. 全国大会出場についての横断幕
校門前付近に、第39回全日本アンサンブルコンテスト出場の横断幕が設置されました。
頑張ります！

 

 
47. 第42回関西アンサンブルコンテスト47. 第42回関西アンサンブルコンテスト
　平成28年2月11日（木・祝）尼崎市総合文化センター（アルカイックホール）にて第42回関西
アンサンブルコンテストが開催されました。クラリネット８重奏が３年ぶり２度目の全国大会出場
を決めました。審査員の先生方全てからAの評価を頂きました。全国大会は3月19日（土）香川県
のアルファあなぶきホールで開催されます。たくさんのご声援ありがとうございます。全国大会で
も金賞が取れるよう、頑張ります。
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朝日新聞の記事はこちら20160213-102154.pdf [664KB pdfファイル]  
  
46. 第43回兵庫県アンサンブルコンテスト46. 第43回兵庫県アンサンブルコンテスト
　平成28年1月24日（日）淡路市立しづかホールにて第43回兵庫県アンサンブルコンテストが開
催されました。本校からは３チーム出場しました。中でもクラリネット８重奏が８年連続の関西大
会出場を決めました。雪のぱらつく中での開催で、無事戻って来れるか、かなり心配しましたが、
元気に自分たちの音楽を精一杯表現しました。

 
　結果と講評はこちら　20160125-182648.docx [19KB docxファイル]  
　朝日新聞の記事はこちら　20160125-182725.pdf [462KB pdfファイル]  
　関西大会についての記事はこちら　20160131-082143.pdf [231KB pdfファイル]   

 
45. 第26回西播高等学校吹奏楽連盟アンサンブルコンサート45. 第26回西播高等学校吹奏楽連盟アンサンブルコンサート
　1月10日（月）アクアホールにて、第26回西播高等学校吹奏楽連盟アンサンブルコンサートが
開催されました。本校からコンテスト部門に3チーム、フェスティバル部門に4チームがエントリ
ーし、練習の成果を発表しました。コンテスト部門ではエントリーした３チーム全てが金賞を受賞
し、中でもクラリネット8重奏が優秀賞を受賞しました。

 
　結果と講評はこちら20160111-093000.docx [26KB docxファイル]  

 
44. 新年交礼会のアトラクションに出演しました44. 新年交礼会のアトラクションに出演しました
　1月5日（月）姫路商工会議所にて、平成28年新年交礼会が開催され、そのアトラクションにク
ラリネット8重奏が出演いたしました。たくさんの方に囲まれ緊張しましたが、お城の女王と少し
お話しできたなど、貴重な体験ができました。この模様は、サンテレビで1月10日（日）午後7時
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から、姫路ケーブルテレビで1月6日（水）～9日（土）の4日間、正午からと午後7時からの放送
予定です。ぜひご覧ください。

 

　

 
43. 第43回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会講評43. 第43回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会講評
平成27年12月26日（土）赤とんぼホールにて第43回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大
会が開催されました。本校からは４チーム出場しました。

 
　講評はこちら　20160103-091314.docx [20KB docxファイル]  

 
42. フリモ姫路12月号に掲載されました42. フリモ姫路12月号に掲載されました
先月、フリモ姫路様から取材を受け、12月号に掲載されました。
表紙も飾らせていただき、みんなワクワクです。

 

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20160103-091314.docx


　
 

　記事はこちら　SKM_364e15112111440.pdf [1261KB pdfファイル]  
  
41. 第50回西播高等学校吹奏楽連盟演奏会41. 第50回西播高等学校吹奏楽連盟演奏会
平成27年11月15日（日）姫路市文化センター大ホールで、プラトンの洞窟からの脱出、E-girlsコ
レクションを演奏しました。

 
　講評　川西　克明　先生
＜プラトンの洞窟からの脱出＞
・金管楽器のタンギングの種類の使い分けが自然に身に付いているようですね。これには驚きまし
た。
・木管楽器の受け持つ旋律は、字余りなるぐらい音価をしっかりキープして、小節線いっぱいいっ
ぱい吹いて、埋め尽くすつもりで。とくにクラリネット群です。「音のピラミッド」がしっかりし
ます。
・タンギングがこれほど使い分けが出来ているのですから、ここのもっと色彩を加えましょう。さ
らにダイナミックな演奏になると思います。
＜E-girlsコレクション＞
「イー(E)」感じです。Elec.Bassのアンプがもう少し大きいといいんだけどね。

 
40. 第39回兵庫県高等学校総合文化祭「吹奏楽部門」演奏会講評40. 第39回兵庫県高等学校総合文化祭「吹奏楽部門」演奏会講評
平成27年11月7日（土）尼崎市記念公園、ベイコム総合体育館で　ダンテの神曲より3.昇天編、
E-girlsコレクションを演奏しました。

 
　講評　坂上弘志　先生
出だしのピッチの不安定なのが気になります。序奏部分のTrp、サウンドしっかりと。Allegroでの

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/SKM_364e15112111440.pdf


W.W.の細かなパッセージ、クリアーに。終曲部のBrのピッチもより統一を。Tuttiでのf，ffのサウ
ンドは良好です。Pops曲、Drのリズムと使い方一考を。
 
　講評　篠原　修　先生
素晴らしいサウンドコントロールですね。木管と金管のバランスが良いと思います。歌とのバラン
スGood！　fの響きGood！　Pops曲、メンバー全員がリズムを良く感じて表現出来ていると思
います。素晴らしい演奏をありがとうございました。

 
39. バンドジャーナルの記事（関西吹奏楽コンクール）39. バンドジャーナルの記事（関西吹奏楽コンクール）
バンドジャーナルの記事はこちら
SKM_364e15101413260.pdf [371KB pdfファイル]  

 
38. 第65回関西吹奏楽コンクール（高等学校Aの部）38. 第65回関西吹奏楽コンクール（高等学校Aの部）
　平成27年8月27日（木）尼崎市総合文化センターにて、関西吹奏楽コンクール高等学校Aの部に
出演いたしました。結果は、銀賞を受賞しました。たくさんのご声援、ありがとうございました。

 
　講評はこちら　20150828-105850.docx [19KB docxファイル]  
　朝日新聞の記事はこちら　SKM_364e15082809580.pdf [281KB pdfファイル]  

 
37.第62回兵庫県吹奏楽コンクール（高等学校Aの部）37.第62回兵庫県吹奏楽コンクール（高等学校Aの部）
　平成27年8月12日（日）尼崎市総合文化センターにて、兵庫県吹奏楽コンクール高等学校Aの部
に出演いたしました。結果は、金賞を受賞し、兵庫県代表となりました。10年連続となります。
関西大会は27日に開催されます。頑張ります。

 
　講評はこちら　20150819-085438.docx [19KB docxファイル]  
　朝日新聞の記事はこちら　SKM_364e15081908380.pdf [252KB pdfファイル]  
　朝日新聞記事（8/21）　　SKM_364e15082208470.pdf [336KB pdfファイル]  

 
36. 第62回兵庫県吹奏楽コンクール（職場・一般の部）36. 第62回兵庫県吹奏楽コンクール（職場・一般の部）
　平成27年8月9日（日）姫路市文化センター大ホールにて、琴丘高校OB吹奏楽団が、職場・一般
部門に参加いたしました。結果は、金賞を受賞しました。

 
　講評はこちら　20150811-092904.docx [19KB docxファイル]  
　朝日新聞の記事はこちら 　SKM_364e15081109120.pdf [259KB pdfファイル]  

 
35. 第62回兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会35. 第62回兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会
　平成27年7月31日（金）姫路市文化センター大ホールにて、高等学校A部門に参加いたしまし
た。結果は、金賞・最優秀賞を受賞し、西播地区代表として、8月12日（水）アルカイックホール
で開催される第62回兵庫県大会に出場します。県大会の出演順番は9番です。西播地区の代表とし
て、精一杯努力いたしますので、これからも応援をよろしくお願いいたします。

 
　講評はこちら　20150801-151201.docx [18KB docxファイル]  
　朝日新聞の記事はこちら　SKM_364e15080609020.pdf [143KB pdfファイル]  

 
34. 野球部の応援34. 野球部の応援

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/SKM_364e15101413260.pdf
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20150828-105850.docx
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　平成27年7月19日（日）明石トーカロ球場にて、野球部の試合がありました。ダンス部ととも
に応援してきました。結果は残念ながら敗退しましたが、野球部の主将や顧問の先生から感動的な
コメントがあり、これからの活動に活かしていきたいと思います。

 

　

　

　



　

　

　

　



 
33. 第41回関西アンサンブルコンテスト講評と記事33. 第41回関西アンサンブルコンテスト講評と記事
　クラリネット8重奏が、兵庫県代表として2月11日（水・祝）に和歌山県民文化会館で開催され
た第41回関西アンサンブルコンテストへの出場し、金賞を受賞しました！惜しくも全国大会出場
の夢は叶いませんでしたが、精一杯の演奏を披露しました！たくさんの方々に応援していただき、
本当にありがとうございました。

 　

 　
 

　講評はこちら　20150212-150410.docx [17KB docxファイル]  　
　朝日新聞記事　SKM_364e15021208540.pdf [507KB pdfファイル]  

 
32. 第41回関西アンサンブルコンテスト記事32. 第41回関西アンサンブルコンテスト記事
クラリネット8重奏が、兵庫県代表として来る2月11日（水・祝）に和歌山県民文化会館で開催さ
れる第41回関西アンサンブルコンテストへの出場します！

 

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20150212-150410.docx
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/SKM_364e15021208540.pdf


　朝日新聞記事　SKM_364e15020807430.pdf [229KB pdfファイル]  
 
31. 第42回兵庫県アンサンブルコンテスト講評と記事（朝日新聞）31. 第42回兵庫県アンサンブルコンテスト講評と記事（朝日新聞）
クラリネット8重奏が、兵庫県代表として来る2月11日（水・祝）に和歌山県民文化会館で開催さ
れる第41回関西アンサンブルコンテストへの出場が決定いたしました！

 
　講評はこちら　20150212-110232.docx [18KB docxファイル]   
　記事はこちら  SKM_364e15012715520.pdf [494KB pdfファイル]  

 
30. 平成27年度成人式でのアトラクション30. 平成27年度成人式でのアトラクション
姫路文化センター大ホールにて演奏いたしました。

 

　

　

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/SKM_364e15020807430.pdf
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20150212-110232.docx
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/SKM_364e15012715520.pdf


　

　



　

　
 
29. 第42回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会の講評と記事29. 第42回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会の講評と記事
講評はこちら　20150106-082925.docx [17KB docxファイル]  

 

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20150106-082925.docx


　
 
28. 神戸夙川学院大学大学祭出演28. 神戸夙川学院大学大学祭出演
神戸夙川学院大学の大学祭に出演してきました。
 

　



 
27. 第49回西播高等学校吹奏楽連盟演奏会講評27. 第49回西播高等学校吹奏楽連盟演奏会講評
　講評者：川西克明先生

この難しい曲を高校生が演奏出来るようになるなんて！プロコフィエフの音楽の難しさ＝魅力は、
アイロニーです。素直な皆さんがこれをすんなりと演奏されるのが驚きです。
低弦が四人いるならば、もっとエッジを利かせて、下からゴリゴリやると、プロコフィエフらしく
なります。
少し綺麗にまとめようと思ったのでしょうか、「いびつ」な感じを出すために、もう少し吹き方を
「えげつなく」デフォルメした方が、面白かったかも、知れません。
中音域を担当する楽器の音の純度を上げれば、さらにこの曲の良さが際立つと思います。音質の向
上を！

 
26. 第38回兵庫県高等学校総合文化祭「吹奏楽部門」演奏会講評26. 第38回兵庫県高等学校総合文化祭「吹奏楽部門」演奏会講評
　講評：飯守伸二先生

on、offのハッキリとした演奏で、さすがの世界を描いてくれました。あとは、このスケール感の
中身を満たすだけです。各パートの技量へバランスをとって、さらにサウンドを磨いて欲しいと思
います。表現力と耳の良さを武器に、さらに伸びて欲しいと思います！

 
25. バンドジャーナル講評（11月号）25. バンドジャーナル講評（11月号）
バンドジャーナルに関西大会の講評が掲載されました。
20141010-111329.pdf [141KB pdfファイル]  

 
24. NHKスクールライブショー「吹奏楽バトル西日本グランプリ」出演（8/30）24. NHKスクールライブショー「吹奏楽バトル西日本グランプリ」出演（8/30）
　平成26年8月30日（土）大阪府泉佐野市文化会館　エブノ泉の森ホールにて、NHKの番組に出
演してきました。放送日は11月14日・21日(金）18：55-19：24　NHK　Eテレです。

 
【前日リハーサル】

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20141010-111329.pdf


　
　　　　

　　　　　　「ホールに到着」　　　　　　　　　　　　　　　　　「控室にて」　　　　
　

　
　　　　　　「説明を聞いてます」　　　　　　　　　　　　　「衣装に着替え」　　　
 

　
　　　　　　　　「練習中1」　　　　　　　　　　　　　　　　　「練習中2」
 



　
　　　　　　　　「練習中3」　　　　　　　　　　　　　　　「ステージへ移動」
 

　
　　　　　　「夢のステージ」　　　　　　　　　　　　　　　　「照明がすごい」
 

 　
　　　　　　「真剣なリハーサル」　　　　　　　　　　　　　　　「色鮮やか」　　
 



　
　　　　　　　「宇宙船みたい」　　　　　　　　　　　　　　　「豪華な演出」
 

　
　　　　　　「お礼のあいさつ」　　　　　　　　　　　　　　　　　「ノリノリ」
 

　
　　　　　「インタビューの練習」　　　　　　　　　　　　　「リハーサル見学」
 



　
　　　　　　　　「記念撮影1」　　　　　　　　　　　　　　　　「記念撮影2」
 

【本番当日】

　
　　　　

　　　　　　　　「朝食の様子」　　　　　　　　　　　　　　「さあ、収録へ」
 

　
　　　　　　　「がんばるぞ」　　　　　　　　　　　　　　　　「本番前の確認」
 



　
　　　　　　「さあ、いよいよ」　　　　　　　　　　　　　　　　「最後の練習」
 

　
　　　　　　「直前のインタビュー」　　　　　　　　　　　　「本番直前の調整」
 

それでは、放映をお楽しみください★（全国放送です！！）
 
24. 朝日新聞記事（8月別冊）24. 朝日新聞記事（8月別冊）
朝日新聞の別冊に掲載されました。
20140916-142458.pdf [338KB pdfファイル]  
20140916-142516.pdf [238KB pdfファイル]  

 
23. 朝日新聞記事と関西大会講評（8/29）23. 朝日新聞記事と関西大会講評（8/29）
第63回関西吹奏楽コンクールに出場し、銀賞を受賞しました。
20140829-082914.pdf [308KB pdfファイル]  
 
　講評はこちら　20140829-082944.docx [16KB docxファイル]  

 
22.朝日新聞記事（8/15）22.朝日新聞記事（8/15）
関西大会出場について、記事が掲載されました。
0815asahi.pdf [108KB pdfファイル]  

 
21. 朝日新聞記事と兵庫県大会（高A）講評（8/14）21. 朝日新聞記事と兵庫県大会（高A）講評（8/14）

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20140916-142458.pdf
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20140916-142516.pdf
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20140829-082914.pdf
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20140829-082944.docx
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/0815asahi.pdf


第61回兵庫県吹奏楽コンクール（高等学校A部門）に出場し、
金賞・代表を受賞しました。
0814asahi.pdf [325KB pdfファイル]  

 
　講評はこちら　20140815-161534.docx [17KB docxファイル]  

 
20. 朝日新聞記事と兵庫県大会（一般）講評（8/11）20. 朝日新聞記事と兵庫県大会（一般）講評（8/11）
第61回兵庫県吹奏楽コンクール（一般部門）に出場し、銀賞を受賞しました。
0811asahi.pdf [523KB pdfファイル]  

 
　講評はこちら　20140815-161250.docx [16KB docxファイル]  

 
19. 朝日新聞記事と西播地区大会講評（8/1） 19. 朝日新聞記事と西播地区大会講評（8/1） 
第61回兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会（高等学校A部門）に出場し、
金賞・代表・最優秀賞を受賞しました。
0801asahi.pdf [45KB pdfファイル]  

 
　講評はこちら　20140815-160954.docx [17KB docxファイル]  

 
18. 朝日新聞記事（2/18）18. 朝日新聞記事（2/18）
朝日新聞に取材されました。
20140218.jpg [976KB jpgファイル]  

 
17. 姫路市立総合教育センター南館竣工式演奏（2/15）17. 姫路市立総合教育センター南館竣工式演奏（2/15）
1年生で演奏してきました★
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http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20140815-161250.docx
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/0801asahi.pdf
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16. 第40回関西アンサンブルコンテスト（2/11）16. 第40回関西アンサンブルコンテスト（2/11）
クラリネット8重奏が金賞を受賞しました★
　審査講評　20140212-172325.docx [15KB docxファイル]  
　朝日新聞記事　20140212kansiankon.jpg [1260KB jpgファイル]  

 
15. 第41回兵庫県アンサンブルコンテスト（1/26）15. 第41回兵庫県アンサンブルコンテスト（1/26）
クラリネット8重奏が金賞を受賞、関西大会へ出場を決めました★
　審査講評　20140128-095138.docx [21KB docxファイル]  
　朝日新聞記事　20140128.jpg [1712KB jpgファイル]  

 
14. 第24回姫路高等学校吹奏楽連盟アンサンブルコンサート（1/12）14. 第24回姫路高等学校吹奏楽連盟アンサンブルコンサート（1/12）
クラリネット8重奏が最優秀賞を受賞しました★
　審査講評　20140114-082345.docx [26KB docxファイル]  

 
13. 第41回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会（12/27）13. 第41回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会（12/27）
クラリネット8重奏が最優秀賞・フルート4重奏が優秀賞を受賞しました★
　審査講評　20140108-103507.docx [19KB docxファイル]  
　朝日新聞記事　20140108-104036.jpg [421KB jpgファイル]  

 
12. 小中学校教職員等永年勤続表彰アトラクション（11/26）12. 小中学校教職員等永年勤続表彰アトラクション（11/26）
イーグレ姫路のホールにて、アンサンブル4チームが演奏しました。

 

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20140212-172325.docx
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http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20140128-095138.docx
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20140128.jpg
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11. 平成25年度第1回ゆずりは賞授賞式（11/22）11. 平成25年度第1回ゆずりは賞授賞式（11/22）
兵庫県公館にて、ゆずりは賞を受賞いたしました。

　　　　　　　　　　　



　
 

　
 

神戸新聞の記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/kyouiku/201311/0006515767.shtml

 
10. 第48回姫路高等学校吹奏楽連盟演奏会講評（11/17）10. 第48回姫路高等学校吹奏楽連盟演奏会講評（11/17）
20131118-085710.docx [15KB docxファイル]  

 
9. 第37回兵庫県高等学校総合文化祭吹奏楽部門発表会講評（11/9）9. 第37回兵庫県高等学校総合文化祭吹奏楽部門発表会講評（11/9）
20131110-100120.docx [15KB docxファイル]  

 
8. H25 バンドジャーナル記事（10/11） 8. H25 バンドジャーナル記事（10/11） 
20131011-143040.pdf [171KB pdfファイル]  

http://www.kobe-np.co.jp/news/kyouiku/201311/0006515767.shtml
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20131118-085710.docx
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20131110-100120.docx
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,30622,c,html/30622/20131011-143040.pdf


 
7.H25 朝日新聞記事（8/26）7.H25 朝日新聞記事（8/26）
20130911-143329.pdf [261KB pdfファイル]  

 
6. H25 朝日新聞記事6. H25 朝日新聞記事
20130907-092215.pdf [462KB pdfファイル]   

 
5. H25 吹奏楽コンクール講評5. H25 吹奏楽コンクール講評
第60回兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会講評.pdf [58KB pdfファイル]  
第60回兵庫県吹奏楽コンクール一般の部講評.pdf [58KB pdfファイル]  
第60回兵庫県吹奏楽コンクール高校Aの部講評.pdf [64KB pdfファイル]  
第63回関西吹奏楽コンクール講評.pdf [103KB pdfファイル]   
 

4. H25 新聞記事4. H25 新聞記事
20130904-100610.pdf [552KB pdfファイル]  

 
3. H25 吹奏楽コンクール新聞記事3. H25 吹奏楽コンクール新聞記事
20130904-094607.pdf [389KB pdfファイル]   

 
2. 広報姫路6月号2. 広報姫路6月号
kouhouhimeji.pdf [68KB pdfファイル]  

 
1. 第36回全日本アンサンブルコンテスト記事（バンドジャーナル5月号）1. 第36回全日本アンサンブルコンテスト記事（バンドジャーナル5月号）
第36回全日本アンサンブルコンテスト記事 [925KB pdfファイル]  
アンサンブルコンテスト感想 [715KB pdfファイル]  
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