
開場前から大行列
ありがとうございます！

会場に飾られた
琴丘のウエルカムボード

本日の指揮者です

  
西播磨地域密着ポータルサイト「姫路みたい」さん西播磨地域密着ポータルサイト「姫路みたい」さん
吹奏楽部が定期演奏会の宣伝を兼ねて取材を受けました！
　ぜひアクセスしてください☆
編集部のおススメ☆Pick Up「青春グラフィティ！姫路市立琴丘高校吹奏楽部」

 

 
入学式式典演奏・歓迎演奏入学式式典演奏・歓迎演奏
平成30年4月9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，そして，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
一緒に琴丘高校を楽しみましょう
 

 

♪2017年度（平成29年度）の活動♪♪2017年度（平成29年度）の活動♪

http://www.himeji-mitai.com/feature/37772.html
http://www.himeji-mitai.com/feature/37772.html
巽 康忠



吹奏楽コンクール
西播地区大会「金賞★最優秀賞金賞★最優秀賞」，兵庫県大会「金賞★金賞★」を受賞！
（2017.7.31西播，8.12県）

アンサンブルコンテスト：クラリネット7重奏
西播地区大会「金賞★最優秀賞金賞★最優秀賞」，兵庫県大会「金賞★金賞★」を受賞！
（2017.12.24西播，2018.1.21県）

 
普通科第70回・国際文化科第13回卒業式普通科第70回・国際文化科第13回卒業式
平成30年2月28日（水）
三年生のみなさん，卒業おめでとう！
 

　  
 
第32回管楽器ソロコンテスト第32回管楽器ソロコンテスト
平成30年1月28日（日），文化堂姫路本店ホール
本校からは，T.Sax:前田紗也香さん，B.Sax:藤本麻由奈さん，Tb:坪田知美さんが参加し，素敵な演
奏を披露してくれました！（ピアノ伴奏は竹之内紗知子先生がして下さいました）

 
兵庫県アンサンブルコンテスト兵庫県アンサンブルコンテスト
平成30年1月21日（日），淡路市立しづかホール

金管8重奏
スリーダンス・エピソード

（E.グレグスン）
銀賞

クラリネット7重奏
結婚の踊り

（交響組曲「ハセナ」より）
（J.プレス）
金賞

朝日新聞
（2018年1月22日朝刊）

 
高等学校アンサンブルコンサート高等学校アンサンブルコンサート
平成30年1月7日（日），たつの市総合文化会館アクアホール
◆コンテスト部門

・サクソフォン５重奏　金賞
サクソフォン・パラダイス　（本多俊之）

・打楽器４重奏　金賞



獅子神楽　（片岡寛晶）
・木管３重奏　銀賞

トリプルあいすⅡ　（八木澤教司）
◆フェスティバル部門

・コントラバス３重奏
オンブラ・マイ・フ　（G.H.ヘンデル）

 ・金管５重奏
スザート舞曲　（T.スザート）
 

サクソフォン５重奏 打楽器４重奏 木管３重奏

 

コントラバス３重奏 金管５重奏  
 
アンサンブルコンテスト西播大会アンサンブルコンテスト西播大会
平成29年12月24日（日），たつの市総合文化会館赤とんぼホール

・クラリネット７重奏　金賞，西播地区代表，最優秀賞☆最優秀賞☆
結婚の踊り（交響組曲「ハセナ」より）　（J.プレス）

・金管８重奏　金賞，西播地区代表
スリーダンス・エピソード　（E.グレッグスン）

・フルート４重奏　金賞
風邪の戯れ　（八木澤教司）

・金管４重奏　銀賞
「6つの四重奏曲」より　（F.シュトラウス）
 

金管4重奏 金管8重奏 クラリネット7重奏 フルート4重奏
 



　
朝日新聞（平成29年12月25日朝刊）

 
姫路リバーシティ音楽祭「ガクオンリバー2017」姫路リバーシティ音楽祭「ガクオンリバー2017」
平成29年12月10日（日）
イオンモール姫路リバーシティでの音楽祭に出演いたしました。

♪フィンガー5コレクション
　Xmasソングメドレー
　じょいふる
　Tomorrow
　Make Her Mine
　生命の奇跡
　ルパン三世のテーマ

 

　 　 　
 
第52回西播高等学校吹奏楽演奏会第52回西播高等学校吹奏楽演奏会
平成29年11月19日（日），姫路市文化センター大ホール
　第1部　ダンス部さんとのコラボ☆

♪Bang Bang
♪じょいふる

　第2部　吹奏楽部の出演
♪エルザの大聖堂への行列



♪フィンガー5コレクション
　第3部　合同バンド演奏

♪ケルトの子供たち　（指揮 谷口正彦先生）
♪カーペンターズ・フォーエバー　（指揮 荒柴博一先生）

 

ダンス部さんとのリハーサル中☆ カッコイー!! 本番待機っ！
 
第41回兵庫県高等学校総合文化祭　吹奏楽部門演奏会第41回兵庫県高等学校総合文化祭　吹奏楽部門演奏会
平成29年11月11日（土），明石市民会館アワーズホール
　♪交響詩「スパルタクス」（J.ヴァンデルロースト）
 

リハーサル中 全員集合!
 

第56回西播吹奏楽祭第56回西播吹奏楽祭
平成29年11月5日（日），姫路市文化センター大ホール
　♪フィンガー5コレクション　井上忠夫，都倉俊一／金山徹
 

　　 　今から本番です♪

 
第3回合同バンド練習第3回合同バンド練習
平成29年11月3日（金），市立飾磨高等学校にて
西播の高等学校の選抜合同バンドの練習に本校より4名が参加しました。
秋の演奏会での発表に向けて熱のこもった合奏練習を行いました。
本番の演奏をお楽しみに♪

 
第31回姫路矯正展イベント演奏第31回姫路矯正展イベント演奏
平成29年10月29日（日），姫路少年刑務所正門前駐車スペース特設舞台



台風22号の影響による雨の中の演奏となりましたが，
たくさんのお客様に楽しんでいただきました。
姫路少年刑務所の職員の皆さま，
素敵なボード，そして，雨除けテントの準備ありがとうございました！
 

♪フィンガー5コレクション
　じょいふる
　Bang Bang
　Make Her Mine
　生命の軌跡
　ルパン三世のテーマ

 

　 　 　
 
ナビル・シェハタ氏　コントラバス講習会ナビル・シェハタ氏　コントラバス講習会
平成29年10月14日（土），パルナソスホール
ル・ポン国際音楽祭2017の関連イベントとしてシェハタ氏による
コントラバス講習会が実施されました。
シェハタ氏によるミニコンサートの後，公開ショートレッスンが行われ，
本校から橋本君が講習を受けました。そして，レッスン生を代表して
お礼の言葉（in English!）とお土産の贈呈を行いました。
 

　 　 　
 
第2回合同バンド練習第2回合同バンド練習
平成29年10月1日（日），県立龍野高等学校にて
西播の高等学校の選抜合同バンドの練習に本校より4名が参加しました。
11月演奏会での発表に向けて熱のこもった合奏練習が行われました。
 



　 　
 
テラッソ姫路 秋の音楽祭テラッソ姫路 秋の音楽祭
平成29年9月24日（日），TERASSO 1階にて
テラッソ秋の音楽祭に出演いたしました。参加校は飾磨高校さん，東洋大姫路さん，
そして本校の3校です。各校工夫の凝らした演奏・演出でテラッソの秋を盛り上げました。
 
♪フィンガー5・コレクション
♪Make Her Mine
♪生命の奇跡
♪ルパン三世のテーマ  

 
リーダー研修会・合同バンド練習リーダー研修会・合同バンド練習
　平成29年9月3日（日），淳心学院中高等学校
　西播高等学校吹奏楽連盟主催のリーダー研修会に部長，副部長，学生指揮の4名が参加しまし
た。日ごろの練習方法や運営についての意見交換を行いました。
　また，午後には西播の高等学校の選抜合同バンドの練習があり，11月の演奏会での発表に向けて
熱のこもった合奏練習が行われました♪

 

　　 　
 
オープンハイスクール歓迎行事オープンハイスクール歓迎行事
　平成29年8月24日(木)，25日(金)
本校のオープンハイスクールにて，ダンス部，書道部，筝曲部そして吹奏楽部が
演奏とパフォーマンスを披露いたしました。
中学生のみなさん，ぜひ琴丘へ！
 

♪学園天国
♪ルパン三世のテーマ



 

　 　
 
兵庫県吹奏楽コンクール兵庫県吹奏楽コンクール
高等学校A部門　金賞★
　平成29年8月12日（土），尼崎市総合文化センター
　課題曲Ⅳ　マーチ「春風の通り道」（西山知宏）
　自由曲　　プラネット・ナイン～未知への軌跡～（樽屋雅徳）

 

朝日新聞（平成29年8月13日朝刊）　下段の写真が本校です！
 

・・・
一般の部　銅賞☆
　平成29年8月13日（日），姫路市文化センター
　課題曲Ⅳ　マーチ「春風の通り道」（西山知宏）
　自由曲　　バレエ音楽「青銅の騎士」より （R.グリエール／森田一浩）
 

準備中！いざ本番へ 朝日新聞（平成29年8月14日朝刊）
 

 ・・・



あたたかいご声援を誠にありがとうございました。
部員一同，心から感謝申し上げます。

 
夏の強化合宿夏の強化合宿
平成29年8月2日（水）～ 5日（土），三泊四日
兵庫県ハチ高原のパークホテル白樺館さんで県大会へ向けて合宿を行いました。
星組，花組ともよくがんばりました！
お世話になりました白樺館のみなさん，ありがとうございました。

 

 

 

 

 
 
兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会
平成29年7月31日（月），姫路市文化センター大ホール
高等学校A部門　金賞☆最優秀賞
　課題曲Ⅳ　マーチ「春風の通り道」（西山知宏）
　自由曲　　プラネット・ナイン～未知への軌跡～（樽屋雅徳）
 　　　　　　　　　　　　　・
市立姫路高校さん，市立飾磨高校さんとともに県大会へ駒を進めます！
 

　
 
野球部さん応援☆野球部さん応援☆

http://www.hachikougen.co.jp/


平成29年7月17日（月），明石トーカロ球場（対 佐用高等学校）
野球部さん夏の大会の応援へ行ってきました。
惜しくも負けてしまいましたが，
選手たちの最後まであきらめない，真っ直ぐなまなざしに勇気をもらいました。
 

待機中 試合開始！ 応援団も頑張ります

応援中その１ 応援中その２ 応援中その３
 
琴丘フェスティバル琴丘フェスティバル
『瞬華修闘×笑顔満祭～そこで諦めたら青春終了ですよ～』 

  ◎文化祭の部◎文化祭の部
平成29年6月12日(月), 13日(火) 
文化祭1日目　オープニングセレモニー：ファンファーレ演奏 

 
文化祭2日目　午後の部

・恋のダイヤル6700
・Make Her Mine
・ディズニーファンティリュージョン
・ウィーアー！ with ニコニコ手遊び隊
・ディープ・パープル・メドレー
・生命の奇跡*
・ルパン三世のテーマ*　　（*：アンコール）
 



オープニング MCも頑張ってますョ soloステキ♪

ディープ・パープル★ ルパンsolo！ 打楽器隊もノリノリ!

アンコール突入 いつもの10倍カッコいい!!
3年生☆

  ◎体育祭の部◎体育祭の部
平成29年6月15日（木）
悪天候のため順延となっていました体育祭を15日に実施しました。
快晴のもと，全校生徒一丸となって青春を謳歌しました！
吹奏楽部は，開会式の式典演奏と，クラブ行進にて行進曲の演奏を行いました。

 
吹奏楽講習会吹奏楽講習会
平成29年6月4日（日），姫路文化センター大ホール
作曲家の天野正道先生を講師にお迎えし，今年度の吹奏楽コンクール課題曲を題材に，楽曲分析や
練習方法などを学びました。モデルバンドとして参加された飾磨西中学校さん，大白書中学校さ
ん，姫路ウインドアンサンブルさん，姫路市吹奏楽団さんの演奏も素晴らしく，たいへん勉強にな
りました。

 
楽器講習会楽器講習会
平成29年5月27日（土），山陽中学校さんにて



吹奏楽はたくさんの種類の楽器で構成されていますが，各楽器の技術向上のため講習会が開催され
ました。本校からもたくさんの部員が参加しました！

 
第33回定期演奏会第33回定期演奏会
　☆満員御礼☆
ご来場のお客さま，保護者の皆さま，OBの皆さま，ホール関係者の皆さま，
応援してくださった地域の皆さま，本当にありがとうございました。
部員，顧問一同，心より御礼申し上げます。
 
スペシャルゲストに前顧問の不二真人先生をお迎えしました。
シング・シング・シング，そしてアンコール2曲を指揮していただきました。
不二先生，14年間本当にありがとうございました！
 
日時：平成29年4月29日（土･祝）　開演13:30，終演16:30
会場：パルナソスホール
 

第1部 琴丘Music
マーチ・シャイニング・ロード*（木内　涼）
マーチ「春風の通り道」*（西山知宏）
インテルメッツォ*（保科　洋）
歌劇「トスカ」第三幕より（G.プッチーニ／飯島俊成）
プラネット・ナイン（樽屋雅徳）

*2017年全日本吹奏楽コンクール課題曲
 

第2部 こっとん昔ばなし
 「三太郎」～ 枯れ木に花咲く鬼退治
 

第3部 琴丘Band Cantabile
アシタカせっ記
Make Her Mine
September
ディズニーファンティリュージョン
ディスコ・キッド
シング・シング・シング
 

アンコール
生命の奇跡
ルパン三世のテーマ

 

こっとん昔ばなし アシタカせっ記 ディスコ・キッド☆



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


