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吹奏楽部吹奏楽部
４月29日の定期演奏会は公演延期とさせていただきます

 

姫路市立琴丘高等学校 吹奏楽部
 

 

♪お知らせ♪♪お知らせ♪
「奏でる音はわれらが青春　響かす音は我らの思い」をモットーに
 皆さまに楽しんでいただける音楽を目指し，日々練習に励んでいます

 
今後の演奏会の予定　← NEW!!← NEW!!

☆第36回定期演奏会☆ 令和２年４月29日（水祝）
令和２年９月13日（日）令和２年９月13日（日）

に延期となりましたに延期となりました
開場13時30分，開演14時00分
（時間に変更はございません）

パルナソスホール
（会場に変更はございません）

 
定期演奏会は，諸般の事情を鑑み９月に延期とさせていただきます。定期演奏会は，諸般の事情を鑑み９月に延期とさせていただきます。
楽しみにして下さっていた方々，関係者の方々にはたいへんご迷惑をおかけしますが，楽しみにして下さっていた方々，関係者の方々にはたいへんご迷惑をおかけしますが，
ご理解のほどよろしくお願いいたします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 
 

♪2019年度（令和元年度）の活動♪♪2019年度（令和元年度）の活動♪
 

第47回兵庫県アンサンブルコンテスト
---

http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,html
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,0,340,html
http://parnassushall.himeji-culture.jp/
http://www.himeji-hyg.ed.jp/kotogaoka-h/index.cfm/1,html


クラリネット８重奏　金賞!!金賞!!
金管８重奏　金賞!!金賞!!

フルート４重奏　銀賞!銀賞!
打楽器５重奏　銀賞!銀賞!

---
兵庫県大会に本校から４チーム出場し，

クラリネットと金管の２チームに金賞をいただきました。
また，フルートと打楽器チームは銀賞をいただきました。
４チームともよくがんばりました。すてきな舞台でした。

皆さま，ご声援ありがとうございました。
 

第30回西播高等学校アンサンブルコンサート
---

サクソフォン５重奏①　金賞!!金賞!!
サクソフォン５重奏②　金賞!!金賞!!
金管６重奏①　銀賞☆奨励賞!銀賞☆奨励賞!

フェス部門：木管３重奏，金管６重奏②
---

５チームともいい演奏でした！
皆さま，ご声援ありがとうございました。

 
第47回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会

---
金管８重奏　金賞☆優秀賞（２位）代表金賞☆優秀賞（２位）代表!!!!

打楽器５重奏　金賞・代表!金賞・代表!
フルート４重奏　金賞・代表!金賞・代表!

クラリネット８重奏　金賞・代表!金賞・代表!
---

フルート４重奏、クラリネット８重奏、金管８重奏、打楽器５重奏の
出場４チームがすべて金賞受賞、

そして４チームとも西播地区代表に選ばれました。
さらに，金管８重奏が優秀賞（２位）を受賞!!!

 
兵庫県吹奏楽コンクール

---
高等学校Ａ部門（星組）

西播地区大会で金賞☆優秀賞金賞☆優秀賞，兵庫県大会では金賞金賞を受賞しました
・

高等学校Ｎ部門（花組）
西播地区大会で金賞☆最優秀賞金賞☆最優秀賞，兵庫県大会では銅賞銅賞を受賞しました

---
両チームともよく頑張りました！

皆さま，ご声援ありがとうございました。
 

・・・



朝日新聞８月６日朝刊別刷り「吹奏楽特集オトノチカラ」に
神戸市立布引中学校さんとともに，本校の練習風景が掲載されました！

・・・
 
オーケストラの世界へようこそ！（公演中止）オーケストラの世界へようこそ！（公演中止）

令和２年３月22日（日），姫路市文化センター大ホール
新型コロナウイルス感染症対策のため公演は中止となりました。

 
普通科第72回・国際文化科第15回卒業式普通科第72回・国際文化科第15回卒業式

2020年2月28日（金）
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
　　カンタベリー・コラール（卒業生入場）
　　校歌
　　生命の奇跡（卒業生退場）
 

 
 

第34回管打楽器ソロコンテスト西播大会第34回管打楽器ソロコンテスト西播大会
令和２年１月26日（日），文化堂姫路本店５Fホール
本校からは次の５名とピアノ伴奏３名が演奏を披露いたしました。

クラリネット：田中陽菜（pf: 竹之内紗知子先生）
ホルン：増田真奈美（pf: 竹之内紗知子先生）
フルート：中島琴花（pf: 山岡彩乃）
アルトサクソフォン：富岡里咲（pf: 下浦椎名）
トロンボーン：敷谷千夏（pf: 日野光葉）

 
第47回兵庫県アンサンブルコンテスト第47回兵庫県アンサンブルコンテスト

http://bunkacenter.himeji-culture.jp/


令和２年１月19日（日），高砂市文化会館じょうとんばホール
兵庫県大会に，本校より４チームが参加し，
クラリネット８重奏と金管８重奏が金賞を受賞いたしました。
 
クラリネット８重奏　  ワルツ「マリア・イサベラ」（A. ベリオ）　金賞!!

金管８重奏　「コラールとトッカータ」（福島弘和）　金賞!!

フルート４重奏　「グランド・カルテット」（F. クーラウ）　銀賞!

打楽器５重奏　「美星の降る夜に… 」（片岡寛晶）　銀賞!

 
 



（朝日新聞はりま版　2020年１月20日朝刊より）
 
第30回高等学校アンサンブルコンサート第30回高等学校アンサンブルコンサート

令和２年１月12日（日），たつの市総合文化会館アクアホール
西播高等学校吹奏楽連盟主催のアンサンブルコンサートにコンテスト部門３チーム，
フェスティバル部門に２チームが出演いたしました。
 
コンテスト部門コンテスト部門
・サクソフォン５重奏②　「アトゥ・サックス」（J. ノレ）　金賞!!

　
 ・サクソフォン５重奏①　「ガラスの香り」（福田洋介）　金賞!!

　
 ・金管６重奏①　「金管六重奏曲」（織田英子）　銀賞・奨励賞!!



　
 
フェスティバル部門フェスティバル部門
・木管３重奏　「トリプルあいす」（八木澤教司）

　
・金管６重奏②　「ガーシュイン・イン・ブラス!!!３」（G. ガーシュイン／黒川圭一）

　
 

第47回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会第47回兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会
令和元年12月26日（木），たつの市総合文化会館赤とんぼホール
 
金管８重奏　「コラールとトッカータ」（福島弘和）　金賞＆優秀賞・代表!!
打楽器５重奏　「美星の降る夜に… 」（片岡寛晶）　金賞・代表!!
フルート４重奏　「グランド・カルテット」（F. クーラウ）　金賞・代表!!
クラリネット８重奏　  ワルツ「マリア・イサベラ」（A. ベリオ）　金賞・代表!!
 
フルート４重奏、クラリネット８重奏、金管８重奏、打楽器５重奏の出場４チームが
すべて「金賞受賞・西播地区代表」に選ばれました。
さらに，金管８重奏が優秀賞（２位／58団体）を受賞しました。

 



　　（朝日新聞はりま版 2019年12月27日）
 

金管８重奏

打楽器５重奏

クラリネット８重奏



フルート４重奏

 
学彩　GAKUSAI RIVER 2019学彩　GAKUSAI RIVER 2019

令和元年12月14日（土），イオンモール姫路リバーシティ
リバーシティのイベント広場にて，30分ほどのクリスマスミニコンサートを行いました。
日曜の13時半，イベントフロアだけでなく，吹き抜けの２階や３階からも
たくさんのお客様に楽しんでいただくことができました。
 

　　♪パラダイス銀河
　　　パプリカ（with こっとんFoorinず）
　　　Xmasソングメドレー
　　　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

 

　 　

　 　
 



第54回高等学校吹奏楽演奏会第54回高等学校吹奏楽演奏会
令和元年11月18日（日），姫路市文化センター大ホール
 
秋の演奏会３つ目は，ダンス部さんとのコラボレーション，本校の単独演奏，
合同バンドへの出演と大忙しでした。
 
第１部　ダンス部＆吹奏楽部
　新宝島
　ブランニューデイ
 

　
 
第２部　吹奏楽部の演奏
　東京オリンピックファンファーレとマーチ（1964）
　J-BEST ～日本を勇気づける名曲たち～
 

本番直前のリハです 第２部の演奏♪
 

また選抜合同バンドは，
第１部のオープニングに，ダンス・セレブレーション（建部知弘）を，
第３部の選抜合同バンドステージでは，「英雄の証　モンスターハンターより」と「ディスニーメ
ドレーⅢ」を，さらにアンコールとして「ヤングマン-YMCA-」を演奏いたしました。

 
第43回兵庫県高等学校総合文化祭　吹奏楽部門演奏会第43回兵庫県高等学校総合文化祭　吹奏楽部門演奏会

令和元年11月10日（日），赤とんぼホール
歌劇「運命の力」序曲　（G.ヴェルディ／淀彰）
 
また，西播の高校合同バンドは谷口先生の指揮で
「ダンス・セレブレーション」と「ヤングマン -YMCA-」の２曲を演奏いたしました。
 
　リハーサル風景より



　 　
 
第58回西播吹奏楽祭第58回西播吹奏楽祭

令和元年11月４日（月），姫路市文化センター大ホール
「二つの交響的断章」より　（V.ネリベル）
 
また，西播の高校合同バンドは
荒柴先生の指揮で「ディズニーメドレーⅢ」を演奏いたしました。
 

リハーサル風景

 

低音セクション活躍！

本番の舞台です。緊張感の高い曲を演奏しました。
　

コンウィ城・姫路城調印式レセプション演奏コンウィ城・姫路城調印式レセプション演奏
令和元年10月29日（火），ホテル日航姫路「光琳の間」
コンウィ城・姫路城調印式レセプションにて，
開式のファンファーレとミニコンサートを披露させていただきました。
姫路市長をはじめ英国の代表の方もおられ緊張した中での演奏でしたが，
音楽は世界共通，ヘイジュードでは手拍子に歌も加わり皆さまに楽しんでいただきました。
 



　コンウィ城（英国ウェールズ）
 
　♪開式のファンファーレ（東京オリンピックファンファーレ1964年版）
　　　---
　　上を向いて歩こう
　　ヘイ・ジュード
　　ディープパープル・メドレー
 

　

　

 
第３回合同バンド練習第３回合同バンド練習

令和元年10月27日（日），本校吹奏楽部室にて
西播地区で編成している選抜合同バンドの第３回目の合奏練習が行われました。
出演予定は次の３回の演奏会です。
　①11月４日（月）西播吹奏楽祭　No.39　16:45頃



　②11月10日（日）兵庫県高等学校総合文化祭　No.31　16:25頃
　③11月17日（日）高等学校吹奏楽演奏会　（時間未定）

 
トランペット講習会～セルゲイ・ナカリャコフ氏を迎えて～トランペット講習会～セルゲイ・ナカリャコフ氏を迎えて～

令和元年10月５日（土），キャスパホール
ル・ポン国際音楽祭2019赤穂・姫路の関連イベントとして，
セルゲイ・ナカリャコフ氏をお迎えしてトランペット講習会が行われました。
本校から山藤留奈（Tp, 2年）さんが公開レッスンを受けました。
また，トランペットパート全員が聴講しました。
 

　 　 　 　
 
第２回合同バンド練習第２回合同バンド練習

令和元年９月29日（日），県立太子高校さんにて
西播地区で編成している選抜合同バンドの第２回目の合奏練習が行われました。
４曲と曲数が多く体力的にも大変でしたが，集中して練習に取組みました！
 

 
佐用高校さんと合同練習佐用高校さんと合同練習

令和元年９月14日（土）
佐用高校さんが来校され，合同練習を行いました。
両校とも３年生が引退し新体制となったところで，お互いよい刺激となりました！

 
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

令和元年９月１日（日），淳心学院中高等学校さんにて
午前中は，各校吹奏楽部のリーダーが集まり，運営や練習法についての研修を行いました。
午後は，西播地区で編成している選抜の合同バンドの第１回の合奏練習が行われました。
 



　 　 　
 
オープンハイスクールオープンハイスクール

令和元年８月22日（木），23日（金）
本校オープンハイスクール歓迎行事にて，パラダイス銀河，生命の奇跡，
ルパン三世のテーマの十八番の３曲を演奏いたしました。

 

 
 
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（大編成）　高等学校Ａ部門（大編成）　金賞金賞
令和元年８月10日（土），尼崎市総合文化センターアルカイックホール
　課題曲Ⅲ　行進曲「春」　（福島弘和）
　自由曲　ドラゴンの年 [2017年版]　（P.スパーク）
 

高等学校Ｎ部門（小編成）　高等学校Ｎ部門（小編成）　銅賞銅賞
令和元年８月８日（木），三田市総合文化センター郷の音ホール
　自由曲　トッカータとフーガ　ニ短調　（J.S.バッハ／前田卓）

 

（花組Ｎ編成，演奏後の記念撮影）

 
Ａ編成（星組） Ｎ編成（花組）



（朝日新聞８月11日朝刊） （朝日新聞8月9日朝刊）

　

 
朝日新聞８月６日朝刊別刷り 吹奏楽特集 に写真掲載！朝日新聞８月６日朝刊別刷り 吹奏楽特集 に写真掲載！

朝日新聞，令和元年８月６日付け朝刊の別刷り吹奏楽特集「オトノチカラ」に
本校の練習風景を掲載していただきました。神戸市立布引中学校さんとの共演です！
 

 



夏の合宿☆夏の合宿☆
令和元年８月２日（金）～ ５日（月）
ハチ高原，パークホテル白樺館さんにてコンクール県大会に向けた合宿を行いました。
お世話になった宿舎のみなさん，ありがとうごいました!!
 

宿舎の方にご挨拶 練習の予定は… 木管セクション

花組合奏中♪ おいしいっ！ いただきまーす

分奏の計画中… 低音セクション コーチからアドバイス

星組の合奏中です 縁の下の力持ちTuba 食事中はみんな元気！

気持ちいいー 各パートで工夫を凝らして「いただきまーす！」



こっとんボーイズ 真剣。 休憩中のひとコマ

花組金管セクション 発表会　星組 発表会　花組
 
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

令和元年７月27日（土）～29日（月）（姫路市文化センター大ホール）
 
　A編成（大編成）：7月29日（月）　　A編成（大編成）：7月29日（月）　金賞☆優秀賞☆代表金賞☆優秀賞☆代表

課題曲Ⅲ　行進曲「春」　（福島弘和）
自由曲　ドラゴンの年 [2017年版]　（P.スパーク）
　

　N編成（小編成）：7月28日（日）　　N編成（小編成）：7月28日（日）　金賞☆最優秀賞☆代表金賞☆最優秀賞☆代表
自由曲　トッカータとフーガ　ニ短調　（J.S.バッハ／前田卓）

 

 
Ａ編成：星組 Ｎ編成：花組



Ａ編成：星組
（朝日新聞2019年7月30日朝刊）

Ｎ編成：花組
（朝日新聞2019年7月29日朝刊）

 
コンクールに向けて神戸高校さんと合同練習コンクールに向けて神戸高校さんと合同練習

令和元年7月21日（日）
県立神戸高校さんが来校され，コンクールに向けて合同練習を行いました。
両校とも，県大会進出に向けてよい刺激となりました！
 

　
　　　　（発表会のひとコマ）

 
自衛隊歓迎セレモニー演奏自衛隊歓迎セレモニー演奏

令和元年7月13日（土），姫路キャッスルグランヴィリオ
「練習艦しまゆき」が姫路港に入港。乗員の方の歓迎イベントにて演奏を行いました。
短い時間ではありましたが，隊員の方々，ご来場の方々に楽しんでいただけるよう
笑顔で精いっぱい演奏してまいりました。
 



♪東京オリンピック・ファンファーレ＆マーチ（1964）
　軍艦行進曲
　あまちゃんのテーマ
　YMCA
　川の流れのように
　ルパン三世のテーマ（アンコール）

 

 
高校野球兵庫大会開会式高校野球兵庫大会開会式

令和元年7月6日（土），市営姫路球場（ウインク球場）
第101回高等学校野球選手権大会兵庫大会の開会式が姫路球場で行われました。
今年は161校のチームが参加するそうです。野球部の皆さん，がんばってください！
琴丘高校吹奏楽部は開式のファンファーレを担当いたしました。

 

ファンファーレ♪ 近景（リハーサルです） 合同の行進曲演奏

本校の野球部さん①
一番手前の列です

本校の野球部さん②
凛々しい行進でした！

ファンファーレ隊
2,3年のTp&Tbです



朝日新聞　2019年7月7日朝刊より
 
ピーター・ラフ先生のホルン講習会ピーター・ラフ先生のホルン講習会

令和元年6月22日（土），淳心学院中高等学校
オーストラリアの世界的ホルン奏者ピーター・ラフ先生のホルン講習会に参加しました。
先生の演奏，神戸フィルハーモニーのホルンセクションの方とのアンサンブル演奏の後，
グループに分かれてのレッスンとなりました。
息の使い方，音域の拡大方法，低音域の練習法など，実演を交えながら
わかりやすく指導していただきました。　大切なのは「楽しむ」こと！ by ラフ先生

 

    

 

    朝日新聞はりま版（2019年6月23日朝刊）
 
琴丘フェスティバル2019琴丘フェスティバル2019



　「煌めけ青春 ～The Sky Is the Limit～」
 
体育祭　6月12日（水），13日（木）体育祭　6月12日（水），13日（木）
　好天につき，なんと5年ぶりの体育祭「予行」が実施されました！
　そして，体育祭当日も快晴！ 全校生で青春を謳歌しました。
　吹奏楽部は開会式および部活動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
　祝典行進曲
　君が代
　RPG
　ハピネス
　銀河鉄道999
 
アフリカンシンフォニーは
時間の都合で演奏できず…
残念！

三学年80名の演奏です 全校生に届け，我らの想い！

絶好の体育祭日和でした 打楽器は行進曲の要です
 

文化祭１日目　6月17日（月）文化祭１日目　6月17日（月）
　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。
　１日目は，文化部の発表と展示，１年生の合唱，２年生のダンスが行われました。

　　 　
　　・・・
　そして，吹奏楽部は明日の本番に向けてリハーサルを行いました。

　 　 　

　 　 　



　 　 　
 

文化祭２日目　６月18日（火）文化祭２日目　６月18日（火）
　２日目は，文化部の発表と展示，有志ステージ，３年生の模擬店が行われました。
　もちろん琴丘高校文化祭のメインは，二日目午後のラストステージ「吹奏楽部」です!!（笑）
 
♪パラダイス銀河
　シングシングシング
　がむしゃら行進曲
　HOT LIMIT
　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  直前練習です☆

ドキドキ...
体育館中に広がって
オープニング！

パラダイス銀河 体育館を音楽の渦に!! Tpず

司会もがんばりました
　

がむしゃら行進曲①
with がむしゃら娘!!

がむしゃら行進曲②
みんなで手遊び　　

"HOT LIMIT" with　こっとんボーイズ!!



華麗なスライディング こっとんバンド with T MC by 打楽器隊

演出はたのしく，
演奏は真剣に。 会場はこんな感じです

フルメンバ！
B.Sax solo                 

   ＆    がむしゃら娘たち　

こっとんバンド♪
見下ろすと，

総勢80名の大編成 トランペットsolo!

十八番の「生命の奇跡」
サックスsolo!

ありがとう
ございましたー!!

終演後の3年生
やり切ったぞっ

 
吹奏楽講習会2019吹奏楽講習会2019

2019年6月16日（日），姫路市文化センター大ホール
講師に作曲家の天野正道氏，司会進行に日本吹奏楽指導者協会本部理事の井上学氏を
お迎えしての吹奏楽講習会に参加しました。
今年度の課題曲を題材に楽曲分析や練習方法などを教えていただきました。
モデルバンドに参加された飾磨西中学校，安室中学校，姫路高校，姫路市吹奏楽団の皆さん
ありがとうございました！

 
第35回定期演奏会第35回定期演奏会

2019年4月29日（月），パルナソスホール
 
無事に終演を迎えることができました。
満員御礼。誠にありがとうございました。
 



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。
 
第１部 クラシックステージ

マーチ「エイプリル・リーフ」　（近藤悠介）
「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲　（林　大地）
行進曲「春」　（福島弘和）
行進曲「道標の先に」　（岡田康汰）
組曲「動物の謝肉祭」より　（C. サン＝サーンス）
ドラゴンの年（2017年版）　（P. スパーク）

 
第２部 創作音楽劇

琴丘劇場「オオカミから逃げろ！３匹の子ブタの大冒険」
 
第３部 ポップスステージ

『昭和×平成』
交響組曲「ハリー・ポッターと賢者の石」
リンダリンダ
HOT LIMIT
男の勲章
ハウルの動く城
昭和アイドル・メドレー
LOVEマシーン
にじいろ
カーペンターズ・フォーエバー

 
アンコール

生命の奇跡
ルパン三世のテーマ

 

第35回定期演奏会
ポスター＆チラシ


第1部クラシックステージ

第2部創作音楽劇より 第2部カーテンコール



OBさんと一緒に
「ハリー・ポッター」♪

感動の「にじいろ」
1,2年演奏＆3年合唱

力作の吊り看板！
運搬を考え，布製です

「HOT LIMIT」
with こっとんボーイズ

イケメン(?)集団！
つっぱることが男の～

「男の勲章」
たったひとつの勲章だって～

アンコールといえば
「生命の奇跡」

会場が一体となって
盛り上がりました☆

終演後の三役と...
　

 
入学式式典演奏と歓迎演奏入学式式典演奏と歓迎演奏

2019年4月8日（月）
新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます！
 
入学式にて国歌演奏を，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。
 
　♪パラダイス銀河
　　生命の奇跡
　　ルパン三世のテーマ

 
ダイヤモンド・プリンセス号寄港イベントダイヤモンド・プリンセス号寄港イベント

2019年4月5日（金），姫路港飾磨4号岸壁にて
大型豪華客船ダイヤモンド・プリンセス号が姫路港に寄港しました。
その「おもてなしイベント」と「出港歓送」に吹奏楽部と国際文化科が参加しました。
とても大きく豪華な客船に圧倒されましたが，
船上から鑑賞して下さる陽気なお客さん方に助けられ，楽しいイベントとなりました。
 
　♪カーペンターズ・フォーエバー
　　あなたのとりこ
　　We Will Rock You



　　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


