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第４３回飯山市青少年芸術祭(舞台部門) 開催のお知らせ 

 

 

飯山市公民館では、１１月３日（木・祝）文化の日、午前１0 時から飯山市文化交流館なちゅ

ら大ホールにて、第４３回飯山市青少年芸術祭舞台部門を開催します。 

発表内容は、子どもたちが日頃から授業や課外活動、地域のサークル活動で学んできた、合唱・

合奏・ダンス・クラシックバレエ・吹奏楽などで、全１３団体が出場します。 

“なちゅら”という素晴らしい檜舞台で、子どもたちが活き活きと発表する姿をぜひご覧くだ

さい。詳細は別添資料をご覧ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当課＞ 

飯山市 文化振興部 市民学習支援課 

（課長）田中 良則 （担当者）佐藤 智信 

住所：飯山市大字飯山１４３６－１ 

電話：０２６９－６２－３３４２ 

Fax： ０２６９－６２－５９４０ 

e-mail： gakusyusien@city.iiyama.nagano.jp 
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【　とどいてますか　】同声二部合唱
作詞：谷川俊太郎/ 作曲：新実徳英

【　はじめてのきもち　】同声三部合唱
作詞：谷川俊太郎/ 作曲：横山智昭

【　ミックスナッツ　】
作曲：藤原　聡  /編曲：佐藤博昭

【　栄光の架橋　】
作曲：北川悠仁  /編曲：小島里美

【ＷＡになっておどろう～ILE AIYE～】 【　メヌエット　】
作詞作曲：長万部太郎/編曲：秋間ゆう子 【　犬のおまわりさん　】

【地球の詩】 【　小鹿のバンビ　】
作詞作曲：三浦真理 【　中国の踊り　】

【　スペインの踊り　】

【　ノーマル・マーチ　】
作曲：Ｈ．ベネット /編曲：Ｌ．クラーク

【　イギリス民謡による３つの小品　】
作曲：北村俊彦 作曲：Ｐ．スパーク 

【ひとりぼっちの羊飼い】
作詞：東小３年生 /作曲：Richard Rodgers 作曲：ラロ・シフリン/編曲：宮川成治

【　ツバメ　】 【　日本を勇気づける名曲メドレー　】
作詞作曲編曲：Ayase 編曲：宮川成治

【　カノン　】 【  ちいちゃんのかげおくり  】
作曲：パッヘルベル/編曲：東山正流 原作：あまんきみこ

構成・作詞：江藤康子/作曲：高山　惇

　白鳥バレエ学園飯山教室は、毎週金曜日17時30分よ

り「なちゅら」にてレッスンをしています。

　習いたて３歳児から、去年よりまた上達した小学生ま

でが、自分で出せるめいっぱいの姿でこの舞台に立って

います。後半には全国コンクール上位入賞者の発表もご

ざいます。ぜひ、ご覧ください。

飯山小学校合唱隊は、6年生2名、5年生10名、4年生
4名の計16名で活動しています。夏に行われた第36回
長野県学校合唱大会（北信ブロック）では、練習の成果
を発揮し銀賞をいただくことができました。今日はその
コンクールの課題曲、自由曲を歌います。日頃から応援
して下さる保護者の方々、地域の方、学校の皆さんへ感
謝の気持ちを届けます。--------------------------

戸狩小学校音楽クラブです。校内のクラブ活動の一つ
として発足し、今年は8名のメンバーで合奏に取り組ん
でいます。練習できる時間に限りはありますが、自主的
に集まったり声をかけあって合わせたりして練習をすす
めてきました。今日は今までの成果を発揮できるようが
んばります。戸狩小学校音楽クラブのアンサンブルをお
楽しみください。--------------------------------

常盤小学校3年生は、国語で学習した「ちいちゃん

のかげおくり」を音楽劇で発表します。------------

原作者の「あまんきみこ」さんは、実際の戦争を体

験し、その体験が基になってこの作品がつくられまし

た。戦争体験の継承、そして再びこうした戦争の悲劇

が起きないよう願いを込めて演じます。------------

どうぞお聴きください。--------------------------

【　雨降り熊の子　】

こんにちは！私たちは1年生15名、2年生14名、

計29名のメンバーで活動しています。今年度は吹奏

楽コンクール県大会にA編成の部で出場することがで

きました。応援してくださる方達のためにも、レベル

アップした演奏を届けられるよう日々練習に励んでい

ます。本日は優しいサウンドや、少し雰囲気の違うか

っこいい演奏を披露します。--------------------

　こんにちは。私たちは泉台小学校音楽クラブです。
「ワンフォーオール、オールフォーワン」をモットーに
練習を重ねてきました。今日歌う曲は、「WAになって
おどろう」と「地球の詩」です。心を込めて歌います。
どうぞお聴きください。

　東小学校３年生は、６月から羊の風花ちゃんと一緒に

生活をしています。その風花ちゃんとの生活を歌にした

いという思いから、サウンド・オブ・ミュージックの「

一人ぼっちの羊飼い」のメロディーにクラスのみんなで

考えた歌詞をつけて、「風花ちゃん大すき！」という歌

を作りました。生活の様子が伝わるように歌います。

聴いてください。

私たちは現在、1、2年生の計８人で活動しています。
自分から積極的に行動することを大切にしながら日々練
習に励んでいます。今日は、1、2年生に加えて引退した
3年生と一緒に演奏します。心を痛めるニュースが多い
このご時世ですが、聴いている人に勇気と希望を届けら
れる曲を選びました。皆さんに勇気と希望が届くよう、
精一杯演奏します。------------------------------

東小の５年生が歌う「ツバメ」という曲は、音楽ユニ
ット「YOASOBI」の楽曲です。NHKのSDGS番組の
テーマソングにもなっていて、一緒に参加したユニット
「ミドリーズ」のダンスとともに、ご存じの方も多いと
思います。一人一人の個性を尊重する、ちがいをみとめ
共生する、そんなメッセージをこめて歌います。------
お聴きください。--------------------------------

【　フラワーガーデン　】　ほか

【　ミッション・インポッシブルのテーマ　】

「風花ちゃん大好き！」
　　　　～３年生と風花ちゃんの生活～
【　うんめいだ！！　】

私たちは、東小学校５・６年生19名です。--------
私たちが発表する曲「カノン」は、音楽会で演奏した曲
です。6つのパートの音がきれいに重なるようにたくさ
ん練習してきました。今日も、きれいなハーモニーをひ
びかせることができるように、心をこめて演奏したいと
思 い ま す 。 -------------------------------------
どうぞ、お聴きください。------------------------

３ 東小学校５年生 10:26（合唱） １４名

４ 東小学校５・６年生 10:32（リコーダー奏） １９名

５ 飯山小学校合唱隊 10:36（合唱） １６名

１０ 常盤小学校３年生 13:41

７ 白鳥バレエ学園飯山教室 10:55

８ 飯山高等学校吹奏楽部 13:05（吹奏楽） ２８名

９ 城北中学校吹奏楽部 13:25（吹奏楽） １５名

（バレエ） １７名

（音楽劇） １４名

１ 泉台小学校音楽クラブ （合唱） ２３名 10:05

２ 東小学校３年生 10:14９名（歌とリコーダー奏）

６ 戸狩小学校音楽クラブ （器楽合奏） 10:46８名

令和４年１１月３日 飯山市公民館長 小林芳裕

第４３回飯山市青少年芸術祭(舞台部門)開催にあたって

※出演時間は、目安です。確約された時間ではありません。

青少年芸術祭の舞台発表においでいただき誠にありがとうございます。

昨年の舞台発表は２年間の中断を経ての開催でしたが、このなちゅらに４００名を超える

方々においでいただきました。そしてこの方々を見ると、出演者の弟や妹にあたるような幼

い子どもたちであったり、祖父母にあたる年代の方であったりと、幅広い年齢層の方々にお

いでいただきました。ここにも公民館が青少年芸術祭を主催する意味があると感じています。

これまでの舞台発表を振り返ると、子どもたちの一生懸命な姿に胸打たれる場面がいく

つもありました。今年もきっと素晴らしい発表が続くものと思っています。そして、今年も、出

演してくれる皆さんと、客席の皆さんと、この芸術祭を応援してくれているすべての皆さんと

ともに感動を分かち合えるような芸術祭を創り上げていきたいと願っています。



【　アルデバラン　】
作詞：森山直太朗/作曲：森山直太朗

編曲：郷間幹男

【　Story　】
作詞：AI/作曲：2SOUL for 2SOUL MUSIC,Inc.

編曲：田中達也

【　足跡　】
作詞：Little Glee Monster

作曲：KOUDAI IWATSUBO/Carlos k.

編曲：上田真樹

【　うまぴょい伝説　】CYGAMES
【　Girls Revolution  】浦島健太
【　キャラクター　】穴見真吾
【　Pound The Alarm　】Falk Carl Anthony

【　Big Shot ！！　】栗原　暁
【　夜に駆ける　】AYASE
【　開幕宣言　】竹中雄大

私たちCHARMYは、飯山市内を拠点として活動し

ている、保育園児から中学生までのチアダンスチーム

です。小学校低学年までのダイヤモンド、高学年のス

マイル、中学生のフラワー、スタンツや大会出場をす

るリガッツがあります。チアを通じて会場の皆様に

「元気・勇気・笑顔」を届けたいです。-----------

「 Let's Go 飯 山 ！ ！ 」 ---------------------

　　良かったところ・・・

　　思ったこと・・・

　　感じたこと・・・

皆様、本日の飯山市青少年芸術祭（舞台部門）はいかがだった
でしょうか。
ご覧いただいた感想等を下記に記入いただきご自分の記念とし
て使用ください。

　合唱曲「アルデバラン」は、不穏な時代の中でも、大

切な人が笑顔でいることを願い、幸せを祈る歌です。

6年生は、「大変なことがあっても必ず希望はある」「

私達の周りの家族や友達が笑顔でいてほしい」という願

いを込めて歌います。

私たち飯山高校合唱同好会は現在３年生3名、2年生

1名、1年生4名の計8名で活動しています。今年の４月

から1年生4名が加わり、より透明感のある歌声となりま

した。本日歌う曲は「Story」と「足跡」です。-------

すてきな歌声をホールに響かせられるよう日々練習を重

ねてきました。曲が転調するところに注目してどうぞ

お聴きください。--------------------------------

１１ 常盤小学校６年生 （二部合唱） ９名 13:54

１２ 飯山高等学校合唱同好会 （合唱） ７名 14:01

１３ 飯山ﾁｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞﾁｰﾑCHARMY （チアダンス） ３６名 14:11

午前の部・・・１～７番

午後の部・・・８～１３番


