
　　ディープ・パープル・メドレー　ほか
 

ダイヤモンド・ プリンセス号！ 只今演奏中♪Tb soloだ

集合☆

船が出るぞぉー♪ いってらっしゃ～い 次の港へ…
 

「広報ひめじ（2019年5月号）」に行事の様子が掲載されました！
 

 

♪2018年度（平成30年度）の活動♪♪2018年度（平成30年度）の活動♪
普通科第71回・国際文化科第14回卒業式普通科第71回・国際文化科第14回卒業式
2019年2月28日（木）

http://www.city.himeji.lg.jp/s20/2212073/_19025/_16094/_16095.html
巽 康忠



3年生の皆さん，ご卒業おめでとうございます
 
開式までの会場演奏，および卒業生の入退場時の演奏，校歌の演奏を行いました。
　♪ロマネスク，3月9日，未来へ
　　校歌
　　カンタベリー・コラール（卒業生入場）
　　生命の奇跡（卒業生退場）

 

　
 

第23回全日本中学生･高校生管打楽器ソロコンテスト関西大会第23回全日本中学生･高校生管打楽器ソロコンテスト関西大会
2019年2月24日（日），大阪音楽大学 ザ・カレッジ・オペラハウス
ホルン：増田真奈美（pf: 竹之内紗知子先生）　優秀賞を受賞!!

 
第33回管打楽器ソロコンテスト第33回管打楽器ソロコンテスト
2019年1月27日（日），文化堂姫路本店5Fホール
ホルン：増田真奈美（pf: 竹之内紗知子先生）　優秀賞，関西大会へ!!
フルート：前田花菜（pf: 中島琴花)

 
第46回兵庫県アンサンブルコンテスト第46回兵庫県アンサンブルコンテスト
2019年1月20日（日），高砂市文化会館
 

クラリネット7重奏　「バルカローレ in ジャズ」（P.I.チャイコフスキー）　金賞☆
金管8重奏　「選ばれた場所」（福島弘和）　銀賞
打楽器6重奏　「Ｊのかけら～6人の打楽器奏者のために」（片岡寛晶）　銀賞

 

http://www.takasago-klp.com/


クラリネット7重奏 金管8重奏 打楽器6重奏
 

 
第29回西播高等学校アンサンブルコンサート第29回西播高等学校アンサンブルコンサート
2019年1月13日（日），アクアホール
 
　コンテスト部門
　　フルート6重奏　「ブリンダーヴァン」（石毛里佳）　金賞金賞
　　サクソフォン6重奏　『小組曲より「バレエ」』（C.ドビュッシー）　銀賞
　　金管8重奏　「てぃーち・てぃーる ～沖縄民謡による～」（福島弘和）［棄権］
　
　フェスティバル部門
　　オーボエ2重奏　「３つの二重奏曲より第２番」（J.ハイドン）［棄権］
　　コントラバス2重奏　『歌劇「魔笛」より二重奏曲』（W.A.モーツァルト）
 

フルート6重奏 サクソフォン6重奏 コントラバス2重奏 
 

第46回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会第46回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会
2018年12月24日（月），たつの市総合文化会館 赤とんぼホール 大ホール

https://www.tatsuno-cityhall.jp/aqua/
http://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/


 
　クラリネット7重奏　「バルカローレ in ジャズ」（チャイコフスキー）　金賞☆代表！！金賞☆代表！！
　打楽器6重奏　「Ｊのかけら」（片岡寛晶）　金賞☆代表！！金賞☆代表！！
　金管8重奏A　「選ばれた場所」（福島弘和）　金賞☆代表！！金賞☆代表！！
　金管8重奏B　「ピーコック・ブルー」　（福田洋介）　金賞！金賞！

 

 

クラリネット7重奏 金管8重奏Aチーム（花組）

金管8重奏Bチーム（雪組） 打楽器6重奏
 
GAKU祭River2018　～River School Festival～GAKU祭River2018　～River School Festival～
2018年12月9日（日）11時，イオンモール姫路リバーシティ
ガクサイリバー2018のイベントで演奏させていただきました。
2階3階からもたくさんのお客様に楽しんでいただけました！
 

 



　　

♪Make Her Mine
　赤鼻のトナカイ
　タッタ
　U.S.A.
　ルパン三世のテーマ

 

　 　

　 　
 

第53回高等学校吹奏楽演奏会第53回高等学校吹奏楽演奏会
2018年11月18日（日），姫路市文化センター大ホール
秋の演奏会の締めくくりのコンサートとなりました。
第1部ではダンス部さんとのコラボレーション，第2部に吹奏楽部の演奏，そして
第3部には西播高等学校吹奏楽連盟合同バンドが2曲披露いたしました。
 
第1部　ダンス部さん☆ with 吹奏楽部

タッタ（ゆず）
U.S.A.（DA PUMP）

 

　
 
第2部　吹奏楽部の出演

　　「アルヴァマー序曲」（J.バーンズ）
 

http://www.aeon.jp/sc/himeji-rivercity/event/event_e115859.html


 
第3部　合同バンドの演奏

　　交響組曲「高千穂」より　I. 天の逆鉾　（河邊一彦）　指揮：谷口正彦先生
　　ジブリ・メドレー （久石譲／真島俊夫）　指揮：荒柴博一先生
 

 
第42回兵庫県高等学校総合文化祭第42回兵庫県高等学校総合文化祭
2018年11月10日（土），WINK体育館（姫路市立中央体育館）
マーチング・バトントワリング部門との合同会場ということ体育館での演奏でした。
今回はマーチングコンテスト全国大会に出場される滝川第二高等学校さんも出演されており
レベルの高い演奏や演技に魅了されました。
 
　「エルサレム讃歌～アルメニアの復活祭の讃美歌に基づく変奏曲」（A.リード）
 

　
 
また，西播高等学校吹奏楽連盟合同バンドは2曲を披露いたしました。
　交響組曲「高千穂」より　I. 天の逆鉾　（河邊一彦）　指揮：谷口正彦先生
　ジブリ・メドレー （久石譲／真島俊夫）　指揮：荒柴博一先生
 
スペシャルプログラムとして最後に出演者全員で
マーチ王スーザ作曲「星条旗を永遠なれ」を大合奏しました。
 



　
 
第57回西播吹奏楽祭第57回西播吹奏楽祭
2018年11月4日（日），姫路市文化センター大ホール
　序曲「バラの謝肉祭」（J.オリヴァドーティ）
3年生引退後，1,2年生のみの初めてのホールでの演奏となりました。
 

 
また，西播高等学校吹奏楽連盟合同バンドに本校から9名が参加しました。
　ジブリ・メドレー （久石譲／真島俊夫）　指揮：荒柴博一先生

 
第3回合同バンド練習第3回合同バンド練習
2018年10月28日（日），本校第二音楽室
西播高等学校吹奏楽連盟合同バンドの最後の練習を本校の部室にて実施されました。
1週間後に最初の本番があるということで，集中した合奏練習となりました。

 
ル・ポン国際音楽祭　トロンボーン講習会ル・ポン国際音楽祭　トロンボーン講習会
2018年10月13日（土），姫路キャスパホール
ル・ポン国際音楽祭2018の関連イベントとして清水真弓氏によトロンボーン講習会が
実施されました。
 
まず，清水氏による模範演奏として2曲演奏していただきました。
　ミッピーのためのエレジー（バーンスタイン）
　トロンボーンのためのインプロヴィゼーション第1番（クレスポ）
その後，公開ショートレッスンが行われ，本校から下浦君が講習を受けました。
 



　
 
荒川地区敬老会荒川地区敬老会
2018年9月23日（日），荒川小学校講堂にて
荒川地区敬老会のイベントにて演奏を行いました。
体育館いっぱいの参加者の皆さんの前で琴丘サウンドを披露させていただきました。
1曲目から大盛り上がり。
鳴り止まないアンコールの拍手に私たちも感動！でした。
お昼をはさんで，午後には敬老会の皆さんと阿波踊りも踊りましたょ。
 
　♪YMCA（ヤングマン）
　　３つのわらべ歌
　　川の流れのように
　　ルパン三世のテーマ
　　---
　　故郷の空
　　ルパン三世のテーマ（アンコールに2回目!!）
 

　
 
姫路文学館コンサート姫路文学館コンサート
2018年9月16日（日），姫路市文学館 3F講堂
姫路文学館にてコンサートをおこなってきました。
今回は20名のコンパクトな編成で，小編成の演奏をお送りいたしました。
 
 
♪故郷の空
　涙そうそう
　３つのわらべ歌
　ジ・エンターテイナー
　オーラリー
　上を向いて歩こう
　負けないで
　ウォルタイム・ライン 素敵な文学館 待機中～ドキドキ

http://www.himejibungakukan.jp/


たくさんのお客さまです 楽しんでいただきました♪
 

リーダー研修会＆第1回合同バンド練習リーダー研修会＆第1回合同バンド練習
2018年9月2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選
抜の合同バンドの合奏練習があり，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♪
 

　 　
 
破磐神社トワイライトコンサート破磐神社トワイライトコンサート
2018年8月24日（金），破磐神社
　第一部（17:00～18:00）　琴丘高校吹奏楽部
　第二部（18:30～19:30）　藤野ひろ子さん（姫路出身のプロ歌手，姫路ふるさと大使）
姫路のパワースポット「破磐神社」さんにて，コンサートを行いました。
第二部に出演のプロ歌手，藤野ひろ子さんとも『涙そうそう』で，
一緒に演奏させていただきました。藤野ひろ子さんの歌声に魅了されました！
 

♪恋のダイヤル6700
　夏色
　3つのわらべ歌
　ヤングマン～YMCA
　ダンシングヒーロー
　涙そうそう with 藤野ひろ子さん
　ファミリーアニメコレクション
　---
　生命の奇跡
　ルパン三世のテーマ

 



いい天気になりました 竹細工

竹灯篭 ただ今準備中...

お客さまもたくさんです こんにちは～ 神様の前で演奏です

♪涙そうそう
with 藤野ひろ子さん

藤野ひろ子さんに
インタビュー！

みんなもノリノリ
　

 
オープンハイスクールオープンハイスクール
　平成30年8月23日(木)，24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
歓迎行事として体育館にて，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！
 

♪恋のダイヤル6700
♪生命の奇跡
♪ルパン三世のテーマ

 
第65回兵庫県吹奏楽コンクール第65回兵庫県吹奏楽コンクール
平成30年8月11日（土），尼崎市総合文化センターアルカイックホール
高等学校A部門：銀賞
　課題曲：Ⅱ マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ（一ノ瀬季生）
　自由曲：富士山－北斎の版画に触発されて－（真島俊夫）
今年度は，銀賞を受賞いたしました。みんなよくがんばりました！
 



　
 
夏の強化合宿夏の強化合宿
平成30年8月2日（木）～ 5日（日），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
高等学校A部門：金賞☆
　課題曲：Ⅱ マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ（一ノ瀬季生）
　自由曲：富士山－北斎の版画に触発されて－（真島俊夫）
　西播地区からは市立姫路さん，市立飾磨さん，県立姫路東さんが県大会へ進出します！

 
高等学校N部門：銀賞
　自由曲：「ルーマニア民族舞曲」より（B.バルトーク／中村昭彦）
　久々にN部門（以前はB部門とよばれていました）に出場致しました。
　規定人数の半分17名での演奏でしたが，私たちの精一杯の音楽を奏でることができました♪
 

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


 

 星組（A部門）

 

 花組（N部門）

大好き☆3年生
 
姫路市中小企業永年勤続優良従業員表彰式にて演奏姫路市中小企業永年勤続優良従業員表彰式にて演奏
平成30年7月26日（木），イーグレひめじあいめっせホール
姫路市の企業で20年勤務された方を対象とした表彰式のアトラクションとして
演奏をさせていただきました。
 

　
 
海上自衛隊東京音楽隊によるバンド指導を受けました海上自衛隊東京音楽隊によるバンド指導を受けました
平成30年7月19日（木），姫路市文化センターにて
7月20日（金）の海上自衛隊東京音楽隊の姫路公演に先立ちまして，
隊員の皆さまに演奏指導をしていただきました。
前半は楽器ごとのレッスン。後半はモデルバンドによる合奏の公開レッスンということで
飾磨東中学校，飾磨高校そして琴丘高校が指導していただきました。
合奏レッスンでは隊長さんが合奏の指導をしてくださるだけでなく，
各隊員の方が各パートについてくださり，演奏上の注意点などを細かく教えてくださりました。
たいへん，貴重な体験となりました！
 



　 　 　
 
飾磨警察 交通安全イベント飾磨警察 交通安全イベント
平成30年7月18日（水），イオンモール姫路リバーシティにて
　「みんなで学ぼう！自転車マナーアップ作戦」
飾磨警察さんの交通安全イベントに本校ダンス部さんと吹奏楽部で参加させていただきました。
演奏だけでなく，マナーアップ講座の劇にもチャレンジしましたょ！
 

まずはオープニング♪ 劇もがんばってます ルールは守ろう

敬礼っ☆

自転車も自転車も
ハンドルにぎればハンドルにぎれば
ドライバードライバー

・
ルールを守ろう！

白バイにも乗りました

YMCA!! 右側にはダンス部さん！ マスコットも登場
 

琴丘フェスティバル2018琴丘フェスティバル2018
　「ハジけろ俺らの可能性～未来は無限大～」

 
体育祭　6月7日（木）体育祭　6月7日（木）

あいにくの雨で予行は流れてしまいましたが，体育祭当日は快晴！
吹奏楽部は開会式およびクラブ行進で演奏を行いました。
 

♪ファンファーレ集No.5



　栄冠は君に輝く
　勇気のトビラ
　祝典行進曲
　君が代
　銀河鉄道999(劇場版) 

 

 
文化祭　6月11日（月），12日（火）文化祭　6月11日（月），12日（火）

吹奏楽部Tp&Tbパートによるファンファーレで文化祭の幕が上がりました。
各部の発表や展示，1年生の合唱，2年生のダンス，3年生の模擬店など，
琴丘生全員が青春を謳歌しました。
もちろん，吹奏楽部のステージも大盛り上がりでした！
 
♪学園天国
　ディスコ・キッド
　YMCA ヤングマン
　夏色（ゆず）
　宝島
　生命の奇跡
　ルパン三世のテーマ

 

みんなナイス笑顔♪
 

ディスコキッドsolo (夏色) このなが～い～♪ 低音セクション!!

客席と一体となって Y! M! C! A! 宝島Saxセクション

宝島TpTbセクション すてきな音色～♡ やっぱルパンでしょ！
 
楽器講習会楽器講習会
5月26日（土）
本校を会場として西播地域の中高生を対象とした楽器講習会が開催しました。
本校吹奏楽部は，会場準備，案内係など，運営スタッフとしても大活躍でした。
今回は，ウインドアンサンブル奏のプロの奏者の方を講師にお招きして，



基礎的な奏法や日常の練習方法などを教えていただきました。
実際にプロの方の音色を間近で聴くことができ，大変勉強になりました！
 

　 　 　
 

ロストラル号出港イベントロストラル号出港イベント
5月11日（金），姫路港飾磨4号岸壁にて
フランス籍船の豪華客船ロストラル号が姫路港に寄港。
その出港に際しての「出港歓送行事」に，吹奏楽部と国際文化科2年生が参加しました。
お客さまも乗組員の方もみなさんフレンドリーで，素敵な出港となりました！
 

♪あなたのとりこ
　生命の奇跡
　リトルマーメイド
　津軽海峡冬景色
　ディープパープルメドレー
　ルパン三世

 

　 　 　
 

　 　 　
 

　 　 　
 

第34回定期演奏会（琴丘&姫路高校 合同演奏会）第34回定期演奏会（琴丘&姫路高校 合同演奏会）
平成30年4月30日（月），姫路市文化センター大ホール



　☆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，そして，ともに演奏を行った姫路高校の皆さま
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。
 
今回はパルナソスホールの改修のため閉鎖中ということもあり，
現役生もOBさんも姫路高校さんとの合同というスペシャルな演奏会となりました！
 

第1部 クラシックステージ
　［琴丘高校］

マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ　（一ノ瀬季生）
コンサート・マーチ「虹色の未来へ」　（郷間幹男）
イーストコーストの風景　（N.ヘス）
富士山～北斎の版画に触発されて～　（真島俊夫）
 

　［姫路高校］
古き森の戦記　（塩見康史）
吹奏楽のための「ワルツ」　（高昌帥）
マインドスケープ　（高昌帥）
中国の不思議な役人　（B.バルトーク）
 

第2部 OBと新入生による合同ステージ
「もののけ姫」セレクション　（久石譲）
ベニー・グッドマン・メドレー　（岩井直溥編）
レ・ミゼラブル　（C-M.シェーンベルク）
 

第3部 創作音楽劇
「イマジュク・ツジイ・ストーリー」

 
第4部 合同ステージ

「アメリカの騎士」より　選ばれし者　（S.メリロ）
宝島　（真島俊夫編）
ダンシング・ヒーロー～ヤングマン　（郷間幹男編，小島里美編）
カルミナ・ブラーナ　（C.オルフ）
ディープ・パープル・メドレー　（佐橋俊彦編）
 

アンコール
ルパン三世のテーマ　（岩井直溥編）
フィンガー5・コレクション　（金山徹編）

 

第1部 琴丘高校の演奏 第1部 姫路高校の演奏



☆ポスター☆

第2部「もののけ姫」
指揮は不二先生

「ベニーグッドマン」
120名の演奏は圧巻！
指揮は巽先生

調整室で指示してます
腕組みの総監督さん

第3部 音楽創作劇
カーテンコール

第4部 アメリカの騎士
指揮は竹之内先生

MCもナイス！
ワオッ

「宝島」Saxセクション
It's COOL!

「ダンシングヒーロー」
ボーカル いいね！

バブリーダンス隊の登場に
会場も大盛り上がり！

衣装にも注目！　お母さんに借りました（笑）

Y-M-C-A- (^^)/♪ 素敵な合同ステージ フィンガー5コレクション



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


