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愛“音”回　天
 校長 内 藤 純 一　

　やわらかな日差しが、目にも心にもやさしく感じられる佳い季節となりました。生徒・保護者の皆さま、
ご入学・ご進級おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
　さて、私こと、本年度より校長職を引き継ぐことになりました。専門は社会科なので、芸術については
不案内ですが、これまでと同様に『芸術科を有する東海の名門進学校』を目指し、「進学実績の向上」と「基
本的学習・生活習慣の確立」に努めてまいります。そして、その過程を通して「自分を見つめ、物事を素
直に受け止め、その姿勢を継続する」、言わば「校訓を体現する」生徒を育てていきたいと思っています。
　生徒たちが校訓の体現者になれるかどうかは、教員が発する『愛語』が決め手になると私は考えています。
『愛語』とは曹洞宗の開祖である道元の言葉で、「温かく心のこもった言葉かけ」のことです。そして、『愛
語回天』とは、「愛語には世の中を動かすほどの力がある」ということを意味しています。愛語は他人を
大切にする心から発せられる言葉ですから、時として人を笑顔にし、時として人に勇気を与え、また、時
として人を戒めます。愛語を受け取った相手は、それを自身の心に刻み、生き方そのものを見つめ直すこ
とになると思うのです。愛語が学校中に広がっていけば、やがては学校全体が良い方向に動いていくこと
になるでしょう。愛語あふれる学校づくりをして、誰もが安心して学校生活に打ち込めるようになれば、きっ
と目標を実現できると信じています。
　素人の私が言うのは生意気かもしれませんが、音楽の道を志す生徒の皆さんには、愛語の “語 ”を “音 ”
に入れ替えた『愛

あい

音
ね

』という考え方が大切なのではないでしょうか…。つまり、「温かく心のこもった演奏」
ということです。そして、『愛音回天』とは、「愛音には世の中を動かすほどの力がある」ということにな
るでしょう。愛音は、時として人に喜びをもたらし、時として人を元気づけ、また、時として辛い気持ち
を癒してくれる…、もの凄い力を持った術なのだと思います。それこそが音楽の存在意義だとするのは、
決して言い過ぎではないと思うのです。生徒の皆さんには、定期演奏会をはじめとした大切な発表の機会
が今年も用意されていますが、ぜひ『愛音』の精神を忘れずに日々の練習や本番に臨むことを心より希望
しています。
　今後とも宜しくお願いいたします。

第 34 回〔音楽〕定期演奏会
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平成 27年度 音楽・電子音楽課程 この一年
4 月 06日㈪　入学式／ 7日㈫　前期始業式
6月 05日㈮・6日㈯　ときわ祭
6月 16日㈫・17日㈬・18日㈭　公開実技テスト
6月 27日㈯　浜松学芸コンサート（Uホール）

09月   01 日㈫　後期始業式・防災訓練
14日㈪　 北小学校鑑賞教室　 

学芸ミュージックフェスティバル
10月 01日㈭　 第 34回〔音楽・電子音楽〕定期演奏会 

（アクト大ホール）
11月 13日㈮　遠足

1月   06 日㈬　授業開始
23日㈯　卒業演奏会

2月   13 日㈯　１学年コンサート
19日㈮　石垣内科コンサート
20日㈯　２学年コンサート

7月   28 日㈫　ポップス＆クラシック（アクト中ホール） 
31 日㈮　前期終業式

8月   07 日㈮・25日㈫　夏のオープンスクール

12月   11 日㈮　クリスマスコンサート 
19 日㈯　授業終了

3月   02 日㈬　卒業式
  03 日㈭～ 6日㈰　2年生修学旅行 横浜～東京
15日㈫　芸術鑑賞会
18日㈮　修了式
21日㈪　新人演奏会（同窓生による演奏会）

卒業式

クリスマスコンサート

ときわ祭ガーデンコンサート

入学式

浜松学芸コンサート　Ｕホール

卒業演奏会　中村記念館ホール
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ダンス部
　ダンス部では、週に 1度という少ない時間ながら、佐
藤典子バレエ団の金森三知子先生のもと、初心者でも分
かりやすく楽しいモダンバレエのレッスンをしていま
す。ダンス部の主な舞台は「ときわ祭」と「クリスマス
コンサート」です。ミュージカルナンバーなどを使って、
歌って踊って演奏するのは、私たち音楽・電子音楽課程
ならではです。舞台が近付くと、みんなで歌の練習をし
たり、衣装を揃えたりと、そんな準備もとても楽しいで
す。そして、踊り終わった時の拍手はとても嬉しいもの
です。これからもたくさんの部員と共にがんばっていき
たいと思っています。 （音 2　川端美菜）

公開実技テスト
　公開実技テストは全学年の生徒の演奏を聴けるので、たいへん参考になることがありました。作曲家によっ
て表現の仕方が色々あり、聴いていてとても勉強になりました。また、人前での演奏なので、普段の実技テス
トとは違った緊張感がありました。色々なプレッシャーがありましたが、こういう機会があると少しずつ慣れ
ていけるので、やはり人前での演奏は大切だなと思いました。 （音 1　藤田桃子）

クリスマスコンサート
　毎年 12月に行われるクリスマスコンサートでは、週
1回のアンサンブルの授業を受けている仲間やこのコン
サートのために集まった仲間で演奏をしました。実技
テストとは違い、たくさんの仲間と演奏することで、
また別の緊張感があったと思います。私は友達と木管
五重奏をやりました。ファゴットのパートをサックス
でやったり、編曲をしたり、授業ではできない経験も
たくさんできました。テストと日程が近かったので、
練習量はあまりとれませんでしたが、みんな笑顔で楽
しく演奏できていたので良かったと思います。
 （音 2　加藤諒子）

遠足　名古屋市立美術館
　美術館では、作品を見るだけではなく、少し
でしたが美術の歴史についてを聞かせてもらい
ました。そして普段私たちが学んでいる音楽と
は違う芸術に触れることができて、とても新鮮
な気持ちになりました。また、色々なすばらし
い美術の作品を見ることによって、人の表情や
景色、光の美しさを感じることもできたと思い
ます。美術と音楽は違うものですが、誰かに何
かを伝えるということは共通していると思うの
で、美術館で学んだことや見たことを音楽にも
つなげていきたいと思いました。
 （音１　藤本海帆）
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ポップス＆クラシック 2015
　今年から電子音楽課程の定期演奏会がリニューアルし、音楽・電子音楽課程が一緒になった「ポップス＆ク
ラシック 2015」という演奏会が開かれた。私はオーケストラメンバーの一員として参加したが、今回のオーケ
ストラメンバーには、四月に入学したばかりの 1年生や、オーケストラの経験がない生徒が多かった。1パー
トを2～3人で吹く吹奏楽とは違い、オーケストラは1パートを基本一人で吹くため、ミスをするとすぐに分かっ
てしまう。そして指揮者に、皆の前で一人で吹くことを命じられる。だから初めの頃は皆ミスを恐れ、自分の
演奏に必死になってしまうあまり周りを聴く余裕がなくなり、そのせいで音程もリズムも歌い方もバラバラの
状態だった。しかし練習を重ねていくうちに曲にも慣れはじめ、お互いに聴き合えるようになって、段々と音
楽としてのまとまりができていった。
　さて、演奏会当日はリハーサルから本番まで時間が空いたので、本番前ならではのハイテンションのまま楽
屋では女子高生感溢れる時間を過ごした。とはいえ、いくら楽屋でリラックスしていても容赦なく本番はやっ
てくる。舞台袖に行くと緊張で心臓が飛び出しそうになったが、一人で舞台に立たなければいけないいつもの
独奏とは違い、今回は皆が一緒だったので心を落ち着かせることができた。本番の時間はあっという間に過ぎ
ていった。音を出すたび、楽譜をめくるたびに、「もうこれで終わるんだ。」と、寂しささえ込み上げてきた。
本番中は練習で失敗したことがないところで失敗してしまったり、その他様々なハプニングも起こったが、そ
の都度臨機応変に対応し、無事全プログラムを終えることができた。ミスをした悔しさで泣いてしまった子も
いたが、全体的には笑顔の子が多く、明るい雰囲気のまま演奏会は終了した。
　私は、高校3年間で多くの演奏会に参加してきた。大好きな音楽だが楽しい事ばかりではなく、やめたいと思っ
たことさえある。しかし、一生懸命練習したものを演奏会でたくさんのお客さんが聴いて下さり、大きな拍手
をしてくれた時、私は何より嬉しくて幸せを感じる。「この瞬間をもう一度味わいたいからこそ、次に向かって
頑張ることができる。」この気持ちをいつまでも忘れず、将来にむかって突き進んでいきたい。 
 （音３　岩島 紗穂）

第１部
1. W.A. モーツァルト：『フィガロの結婚』序曲
2. W.A. モーツァルト：フルート協奏曲　ニ長調　K.314
3. イベール：交響曲『寄港地』より“バレンシア”
4. ドビュッシー：小組曲　
 Ⅰ 小舟にて　Ⅱ 行列　Ⅲ メヌエット　Ⅳ バレエ
第 2部
1. ムソルグスキー：交響詩『禿山の一夜』
2. 村瀬萌々香：Festival Prelude
3. 特別ゲスト演奏：ショパン：ノクターン第 2番　倉沢大樹
4. 全日電研 /倉沢大樹　エレクトーンワークショップ成果発表
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音楽課程・電子音楽課程 定期演奏会
　定期演奏会は、私達にとって最も大きな舞台です。さらに今
年はアクトシティの大ホールで行うということもあり、皆、特
に最高学年である 3年生は焦り、不安が日々つのっていきまし
た。
　しかし、今思い返してみると、その不安があったからこそ各々
の責務を自覚し、早い段階から準備にとりかかれたのだと思い
ます。
　アンコール曲の振り付けをする人。後輩に振り付けを指導す
る人。合唱の並びを決める人。そして合唱のパート練習や朝早
くから行う自主練習などを
仕切っていたリーダー。た
だでさえオペラ練習やソ
ロ、オーケストラの練習が
忙しい中、少しでも自分の
出来る事をと考えて行動す
る人が多かったおかげか、
例年起きる何らかのいざこ
ざも今年は全くありません
でした。このように 3年生
全員が良い緊張感の中で協
力し、助けあえたと思って
います。そして仲の良さを
印象付ける出来事もありま
した。
　本番当日、楽屋入りする
１時間ほど前に 3年生全員がコングレスセンター屋上にある憩いの広場に集まり、そこで音楽・電子音楽課程
の全学年で折った千羽鶴を囲みアンコール曲の「Dancing Queen」を踊ったのです。強風が吹く中、皆今まで
の苦労を忘れたように笑顔で歌い踊りました。その「儀式？」の甲斐あってか、無事に定期演奏会をおえるこ
とが出来たのです。
　３年間という短い期間でしたが、私達は一つの舞台を作ることの大変さ、楽しさ、喜び、苦しみなど多くの
ことを学びました。そして、それを支えて下さった先生方をはじめ、家族や先輩、後輩、そしてクラスメート
達に感謝の意を述べて筆を置きたいと思います。
　本当にありがとうございました。 （音３　川口海音）

第Ⅰ部　オペラ
　W.A. モーツァルト：『フィガロの結婚』（歌唱：イタリア語）～ハイライト～

第Ⅱ部

1. クラリネット独奏

 ロッシーニ：序奏、主題と変奏

2. ピアノ独奏
 アルベニス：組曲「イベリア」第２巻第３曲　トゥリアーナ

3. 合唱

・Surrexit pastor bonus（善い羊飼いは復活された） パレストリーナ　曲

・Zigeunerleben（流浪の民） E．ガイベル　詩／シューマン　曲

 ・春に 谷川俊太郎　詩／木下牧子　曲

 ・Sing ～シング～ 星加ルミ子　日本語詩／ J．ラポーゾ曲／玉川昌幸　編曲

 ・さんぽ 中川李枝子　詩／久石　譲　曲／信長貴富　編曲

 ・手紙～拝啓十五の君へ～ アンジェラ・アキ　詩・曲／鷹羽弘晃　編曲
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ボランティア演奏会
　卒業も間近に迫った 2月 19 日、受験が終わった 7人で石垣内科で行われるバレンタインコンサートに出演
しました。聴いている方々にたくさん音楽を楽しんでもらうべく、クラシックだけでなく日本歌曲やディズニー
音楽もたくさん演奏しました。実際アンサンブルやダンスも取り入れたので目でも楽しんでもらえたのではな
いかと思います。特に最後に歌った「ふるさと」の時は、聴いているお年寄りみんなが口ずさむのを見て、こ
の曲は日本人が大切にしなければならない曲だと実感しました。（学芸の）制服を着ての最後の演奏会はすばら
しいものとなり、またこのような体験もできて、大変嬉しく思っています。 （音 3　長岡瑠奈）

修学旅行　横浜～東京
　急遽「ウィーン・ザルツブルク」から「東京」へ。私達にとっ
ては、実際まさかの修学旅行の変更だった。ヨーロッパを中心
とした海外情勢の悪化による苦渋の決定だという。まさに昨今
の世界の不安定な状況を実感する出来事だった。
　出かける時期も 12月から 3月に変わり、春の空気を感じら
れる旅行となった。N響やピアノリサイタル、MOA美術館等。
ウィーンにも勝るとも劣らず様々な芸術に触れる機会も多く
何度も歓声を上げた。
　その中でも特に劇団四季の「ライオンキング」は印象的だっ
た。出演者の生き生きとした表情や声。壮大な舞台装置や演出
も圧巻で、自らが音楽を全身で楽しんでいる出演者自身の表情
は今でも目の裏に焼きついている。しかし、同時にあの笑顔の
裏の計り知れない努力も感じることができた。くじけそうに
なっても練習を頑張ろうと、心から思えた。私もあの人達のよ
うに音楽の喜びを伝えられる人になりたい。 （音 2　田中綺乃）

倉沢大樹先生 電子音楽ワークショップ
　エレクトーンプレーヤー・アレンジャー・ジャズピアニスト
として活躍している倉沢大樹先生から、スケールやアドリブな
ど Jazz の基礎や演奏法を学びました。
　エレクトーンでトロンボーンやサックス、ベースなどの音色
を演奏する時、どのように演奏したらその楽器らしく聴こえる
か、また Jazz 特有のリズムや間のとり方も分かりやすくレク
チャーしてくださいました。

　私は普段、クラシックを中心に勉強しているので、ワークショップを通して Jazz のカッコよさや雰囲気に触
れる事が出来てよかったと思います。 （電 1　松嶋梨瑚）

クラリネット公開レッスン
　私はこの公開レッスンの時、初めてN響の首席奏者松本健
司先生のレッスンを受けました。松本先生は、基礎から音楽
の表現のことまで、一つ一つ丁寧に分かりやすく、優しく教
えてくださいました。
　公開レッスンという形でレッスンを受けることは初めてで
とても緊張しましたが、先生が緊張をほぐしてくださり、素
の自分でレッスンに集中することができました。レッスンを
受けて一番ためになったことは、普段教わっている先生と違

う視点から意見を言ってくださり、自分への新たな課題を見つけることができたことです。このようなチャン
スはこの学校で学んでいればこそだったので、とても嬉しく思いました。 （音 2　田代三葉 )
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平成 28 年度人事異動

◆新任　篠田　文（フルート）、山中一哲（ピアノ）

平成 27年度大学合格状況一覧
《音楽課程》
愛知県立芸術大学 1 名
国立音楽大学 4 名
昭和音楽大学 1 名
洗足学園音楽大学 4 名

東京音楽大学 2 名
浜松学院大学短期大学部 1 名

《電子音楽課程》
浜松学院大学短期大学部 1 名

平成 27年度 コンクール結果
《音楽課程》
★第 17回日本ジュニア管打楽器コンクール　本選考会
　ソロ部門クラリネットの部…………………… 銀賞　　岩島　紗穂
★「第 17回万里の長城杯」国際音楽コンクール
　ピアノ部門・高校の部…………………………  第１位　油井　莉里加 

審査員特別賞　油井　莉里加
★第 31回中東遠Ｐ．Ｔ．Ｃピアノコンクール 
　Ｆ部門…………………………………………… 銀賞　　鈴木　佳穂
★第 36回静岡県学生音楽コンクール
　声楽部門・高校生の部…………………………  第１位　静岡県オペラ協会長賞　冨田　夏行

第２位　杉田　苺
　ピアノ部門・高校生の部……………………… 第２位　伊藤　春菜
　管楽部門・高校生の部………………………… 第３位　長岡　瑠奈
★第 8回ヤング・クラリネッティストコンクール
　ジュニアB部門 ……………………………… 第 2位　岩島　紗穂
★第 69回全日本学生音楽コンクール東京大会 
　フルート部門…………………………………… 入選　　谷髙　杏実
　声楽部門………………………………………… 入選　　冨田　夏行
★大阪国際音楽コンクール
　ピアノ部門……………………………………… 入選　　油井　莉里加
★第 29回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
　木管楽器部門……………………………………  審査員賞　田中　綺乃

入選　　　野澤　美夢
　ピアノ部門……………………………………… 審査員賞　永田　春菜
　弦楽器部門……………………………………… 奨励賞　　津田　真理亜
★第１回下田音楽コンクール
　ピアノ部門・高校の部…………………………  第２位　　油井　莉里加 

奨励賞　　玉寄　愛理
★第 25回日本クラシック音楽コンクール全国大会
　クラリネット部門　高校生の部………………  第３位　　岩島　紗穂

第３位　　長岡　瑠奈

《電子音楽課程》
★ヤマハエレクトーンフェスティバル 2015
　一般の部　静岡地区大会………………………  金賞・二次選考会出場　　村瀬　萌々香 

一次選考会出場　　　　　松嶋　梨湖



（8） 浜松学芸音楽通信

■前期

４月
 5日㈫ 登校日
 6日㈬ 入学式
 7日㈭ 始業式・対面式
 8日㈮ 2、3年授業開始
 11日㈪ 1年授業開始
 12日㈫ （電子）1年エチュードテスト
 15日㈮ 遠足
 30日㈯ 代休

５月 
 2日㈪ 防災訓練
 14日㈯ PTA総会
 20日㈮
 21日㈯ 前期中間テスト
 23日㈪
 31日㈫ 

６月 
 1日㈬ 
 2日㈭ 
 3日㈮ 電子ワークショップ（倉沢大樹氏）
 10日㈮ ときわ祭
 11日㈯ 音楽館コンサート
 13日㈪ 代休
 18日㈯ 学芸コンサート
 21日㈫ 

（音楽）
 22日㈬ 

（電子）
実技テスト

 23日㈭

７月 
 1日㈮ 
 2日㈯ 前期期末テスト
 4日㈪ 
 5日㈫ 
  午前授業
 12日㈫ レッスン有 
 12日㈫
 13日㈬ （電子）エチュードテスト
 14日㈭
 16日㈯ 電子ワークショップ（倉沢大樹氏）
 13日㈬ 

午前合唱
 
 28日㈭ 

午後面談（1年）

 22日㈮ 進路指導会議
 28日㈭ 電子ワークショップ（倉沢大樹氏）
 29日㈮ ポップス＆クラシック2016
 30日㈯ 前期終業式
※2年はレッスン日に4者面談

８月 
 5日㈮ 登校日 
 7日㈰ 第1回オープンスクール
 20日㈯ 電子30周年コンサート
 31日㈬ 始業式・防災訓練

■後期

９月 
 1日㈭ 推薦会議（指定校）
 10日㈯ 第2回オープンスクール
 12日㈪ 学芸ミュージックフェスティバル
 13日㈫ （音楽）コンコーネテスト
 14日㈬ （電子）エチュードテスト
 21日㈬ 定演リハーサル
 22日㈭ 音楽・電子音楽定期演奏会
 23日㈮ 代休
 26日㈪ 代休

10月 
 1日㈯ 管楽器ステップアップ講座
 4日㈫ （音楽）1年  スケール・アルペジォ・

　バッハテスト
 5日㈬ （音楽）2年  スケール・アルペジォ・ 

 エチュードバッハテスト
 14日㈮ 
 15日㈯ 後期第1回中間テスト
 17日㈪ 
 15日㈯ ソルフェージュ講座
 25日㈫
 26日㈬ 1、2、3年リトミックテスト
 27日㈭ 
 30日㈰ 創立記念日

11月
 3日㈭ 第3回オープンスクール
 8日㈫
 9日㈬ 声楽・電子テスト
 10日㈭
 11日㈮ 管弦打テスト
 15日㈫ 
 16日㈬ ピアノテスト
 17日㈭ 

12月 
 2日㈮
 5日㈪ 後期第2回中間テスト
 6日㈫
 3日㈯ 第1回実技相談会
 10日㈯ クリスマスコンサート
 16日㈮
  2年　修学旅行
 20日㈫ 
 
21日㈬ 授業終了・2年代休

１月 
 4日㈬ 成人を祝う会
 6日㈮ 授業開始
 7日㈯ 第2回実技相談会
 12日㈭  3年副科・教育ピアノ・教育

声楽テスト
 14日㈯ 

センター試験
 15日㈰
 16日㈪ センターリサーチ
 21日㈯ 卒業演奏会
 26日㈭ 3年リトミックテスト

２月
 4日㈯ 1学年コンサート
 7日㈫ 

高校入試
 8日㈬
 18日㈯ 2学年コンサート
 21日㈫ 1、2年リトミック・副科ピアノ・
 22日㈬ 教育ピアノ・教育声楽テスト

３月
 2日㈭ 卒業式
 3日㈮ 
 6日㈪ 学年末テスト
 7日㈫ 
 15日㈬ 芸術鑑賞会
 16日㈭ 1、2年到達度テスト
 18日㈯ 家庭学習
 20日㈪ 新人演奏会 
 21日㈫ 修了式・退任式

※夏期ゼミ・冬期ゼミ・春期ゼミあり

平成 28年度年間行事予定

中学生

オープンスクール 

 8月7日㈰、9月10日㈯、11月3日㈭

ソルフェージュ講座 10月15日㈯

管楽器ステップアップ講座 10月1日㈯

実技相談会 12月3日㈯、1月7日㈯

（音楽）1年 スケール・アルペジオ・
バッハテスト

（音楽）2年 スケール・アルペジオ・
エチュード・バッハテスト

（音楽）3年エチュード・バッハテスト

〜

〜

〜


