
平成３０年度

練習場所：音楽室ほか
練習時間：平日の放課後、土曜日の午前
部 員 数

※１回生募集中！

12 12 10 62名♪

顧　　問：石﨑　学（指揮）、蔵永　大樹、小林　若菜、高橋 由佳里
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山口県立下関中等教育学校 管弦楽部

　下関中等教育学校管弦楽部は、本校でもっとも多い人数で活動している部活動で、中学生・高校生に相当

する12歳から18歳までの生徒が合同で活動する山口県唯一の管弦楽部です。

１回生 ２回生 ３回生 ４回生 ５回生 ６回生 計



下関南高と合同で開催しました

　

山口県学校合奏コンクール
管弦楽部門

H29.7.21

演奏会名

金賞受賞交響曲第４番ヘ短調より第４楽章防府市公会堂 チャイコフスキー

H29.8.6 第１０回定期演奏会 下関市生涯学習プラザ

「ニュルンベルグのマイスタージンガー」前奏曲 ワーグナー

バレエ「眠れる森の美女」より チャイコフスキー

交響曲第４番ヘ短調より チャイコフスキー

備考

H30.1.7
第４２回山口県高等学校文化連盟

下関地区連合音楽会

H30.6.17
下関中等教育学校

旦陵祭
本校アリーナ

H29.12.23

彦島公民館

行進曲『威風堂々』

交響曲第２番第４楽章

アナと雪の女王

バレエ音楽「くるみ割り人形」

クリスマスフェスティバル

４つのスコットランド舞曲2017.10.28 彦島地区文化祭

H30.
6.15-

16

山口県高等学校総合文化
祭

周南市文化会館

会場　　　　

演奏履歴

年月日 演奏会名 会場 曲目 作曲 備考

エルガー

アーノルド

下関市生涯学習プラザ 交響曲第５番　第１楽章 チャイコフスキー

今後の出演予定
月日

H29.12.23　クリスマスチャリティーコンサート H29.10.28　彦島地区文化祭

山口県立下関南高等学校管弦楽部
山口県立下関中等教育学校管弦楽部
第１６回クリスマスチャリティー

コンサート

下関市生涯学習プラザ

チャイコフスキー

アンダーソン

アンダーソン＝ロペス

ボロディン

H30.3.27 高文連スプリングコンサート 山口市民会館

連作交響詩「わが祖国」より『モルダウ』 スメタナ

交響詩「フィンランディア」 シベリウス



チャイコフスキー

ラプソディー・イン・ブルー ガーシュウィンH29.6.18
下関中等教育学校

旦陵祭
本校アリーナ

オペラ「カルメン」より ビゼー

映画「シンデレラ」より　“Strong” パトリック・ドイル

H29.3.28
山口県高等学校

器楽・管弦楽スプリングコンサート
下関市生涯学習プラザ

喜歌劇「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウスⅡ世

交響詩「フィンランディア」 シベリウス 合同演奏

歌劇「カルメン」より ビゼー

H29.6.17
山口県高等学校総合文化祭

音楽４部門発表会
シンフォニア岩国 交響曲第４番ヘ短調より第４楽章

withダンス部

「謝肉祭」序曲 ドヴォルザーク

交響曲第８番ト長調 ドヴォルザーク

H29.1.7 下関市連合音楽会 下関市生涯学習プラザ
「ウエスト・サイド・ストーリー」
セレクション バーンスタイン

高文連スプリングコンサート シンフォニア岩国 ダンソンNo.2

下関市連合音楽会 下関市生涯学習プラザ 交響曲第８番より第４楽章

オペラ「イーゴリ公」より
「だったん人の踊り」

彦島地区文化祭 彦島公民館 スラブ行進曲

人生のメリーゴーランド

ひまわり

下関中等教育学校
旦陵祭

本校アリーナ

マイケル・ジャクソン　メドレー

タイタニック　メドレー

山口県高等学校総合文化祭
音楽４部門発表会

山口市民会館 交響詩「はげ山の一夜」

ダンソンNo.2

組曲「惑星」より「木星」

H28.4.29

H27.10.24

ホルスト 合同演奏

チャイコフスキー

組曲「惑星」より「火星」

葉加瀬太郎 withダンス部

ムソルグスキー 金賞受賞
山口県学校合奏コンクール

管弦楽部門

久石　譲

防府市公会堂 交響詩「はげ山の一夜」

H28.8.4 第９回定期演奏会 下関市生涯学習プラザ

交響詩「はげ山の一夜」 ムソルグスキー

服部隆之

H28.6.18

老の山公
園

ステージ

ボロディン

ホルスト 合同演奏

H28.3.28

H28.1.9

マルケス

ドヴォルザーク

H27.12.23

下関南高等学校管弦楽部
クリスマスチャリティー
コンサート（賛助出演）

下関市生涯学習プラザ

真田丸

老の山花まつり

H28.6.19

H28.7.21

ムソルグスキー

マルケス

ヴェルディ

バーンスタイン

久石　譲

ルロイ・アンダーソン

合同演奏

H28.12.23

H28.10.29 彦島地区文化祭 彦島公民館
組曲「仮面舞踏会」より ハチャトゥリアン

フィドル・ファドル ルロイ・アンダーソン

山口県立下関南高等学校管弦楽部
山口県立下関中等教育学校管弦楽部

第１５回クリスマスチャリ
ティーコンサート

下関市生涯学習プラザ

「ナブッコ」序曲

「キャンディード」序曲

オーケストラストーリーズ
「となりのトトロ」

クリスマスフェスティバル



サウンド・オブ・ミュージック

「カルメン」組曲

交響詩「フィンランディア」

翼をください

歌劇『サムソンとデリラ』より"バッカナール"

交響曲第７番ロ短調"未完成"

序曲「ローマの謝肉祭」

山口県高等学校総合文化祭音楽４部門発表会 下関市民会館 喜歌劇「こうもり」序曲

シベリウス

山口県高等学校総合文化祭
総合開会式

器楽・管弦楽・合唱
慶祝演奏

H26.6.12 下関市民会館

カンタータ《土の歌》より「大地讃頌」

第７回定期演奏会H26.8.10

H26.6.14

ビゼー

ヨハン・シュトラウスⅡ世

H26.7.24 ヨハン・シュトラウスⅡ世

ロジャーズ
H26.6.15 旦陵祭 本校アリーナ

交響曲第９番「新世界より」

下関市生涯学習プラザ

村井邦彦

山口県学校合奏コンクール 防府市公会堂 喜歌劇「こうもり」序曲

喜歌劇「こうもり」序曲

「カルメン」組曲 ビゼー

ドヴォルザーク

駐日トルコ共和国大使来校
トルコボルサンカルテットと

の合同演奏
H26.10.31 本校アリーナ

H26.10.25 彦島地区文化祭 彦島公民館

「メモリー」ミュージカル"キャッツ"より

ハリーポッターとアズカバンの囚人

バレエ組曲「白鳥の湖」より
「ワルツ」

ラデツキー行進曲

ハンス・ジマーパイレーツ　オブ　カリビアン

ヨハン・シュトラウスⅠ世

ジョン・ウイリアムス

ルロイ・アンダーソン 合同演奏

H27.1.10 チャイコフスキー

チャイコフスキー

H26.12.23

下関南高等学校管弦楽部
クリスマスチャリティー
コンサート（賛助出演）

下関市生涯学習プラザ

第３９回下関地区連合音楽祭 下関市生涯学習プラザ
バレエ組曲「白鳥の湖」より
「ワルツ」、「ハンガリーの踊り」

クリスマスフェスティバル

バレエ組曲「白鳥の湖」より
「情景」、「ワルツ」、「白鳥たちの踊り」、「終
曲」

組曲「惑星」より「木星」

ウェーバー

合同演奏

ハンス・ジマー

ウェーバー

パイレーツ　オブ　カリビアン

山口県高等学校総合文化祭
音楽４部門発表会

ルネッサながと バレエ組曲『白鳥の湖』より「終曲」

「オペラ座の怪人」セレクション

I　believe

withダンス部

チャイコフスキー

シューベルト

チャイコフスキー

H27.6.14 旦陵祭 本校アリーナ

バレエ組曲『白鳥の湖』より「終曲」

バレエ音楽『白鳥の湖』より
「前奏曲」、「ワルツ」、
「情景」、「４羽の白鳥の踊
り」、「ハンガリーの踊
り」、「スペインの踊り」、
「ナポリの踊り」、「マズル
カ」、「終曲」

世界スカウトジャンボリー
下関地域プログラム

歓迎セレモニー
本校アリーナ I　believe

絢香 withダンス部

サン＝サーンス

H27.8.9 第８回定期演奏会 下関市生涯学習プラザ

ベルリオーズ

H27.8.3 絢香

H27.6.13 チャイコフスキー

ホルスト

チャイコフスキー

ヨハン・シュトラウスⅡ世

佐藤　眞



H25.8.11 第６回定期演奏会 下関市生涯学習プラザ

歌劇「ナブッコ」序曲

組曲「仮面舞踏会」

シューベルト

バデルト

ロジャーズ

パイレーツ　オブ　カリビアン

サウンド・オブ・ミュージック

交響曲第７番ロ短調「未完成」

H20.8.11 第１回定期演奏会 下関市民会館

ビゼー

ウイリアムス

モーツァルト

マスカーニ

歌劇「魔笛」序曲　K，620

ハリーポッター　ハイライト

歌劇「カヴェリア　ルスティカーナ」より

歌劇「カルメン」第１組曲より　闘牛士

ウェーバー

ベートーベン

アーレン

ウェーバー

「オズの魔法使い」セレクション

交響曲第５番ハ短調「運命」

「メモリー」ミュージカル"キャッツ"より

「オペラ座の怪人」セレクション

ヨハン・シュトラウスⅡ世

ヨハン・シュトラウスⅡ世

ヨハン・シュトラウスⅡ世

ハチャトゥリアン

ワルツ「春の声」

トリッチ　トラッチ　ポルカ

組曲「仮面舞踏会」よりワルツ

アンネン　ポルカ

バーンスタイン

ドヴォルザーク

アンダーソン

アンダーソン

タイプライター

交響曲第８番ト長調

シンコペーティッド・クロック

「ウエストサイドストーリー」セレクション

チャイコフスキー

ビゼー

ダニー・エルフマン

ハンス・ジマー

チャーリーとチョコレート工場

カルメン組曲

パイレーツ　オブ　カリビアン

交響曲第５番ホ短調

ジョン・ウイリアムス

チャイコフスキー

シベリウス

交響曲第４番ヘ短調

ハリーポッターとアズカバンの囚人

交響詩「フィンランディア」

トロンボーン協奏曲

チャイコフスキー

「アルルの女」第２組曲

交響曲第６番ロ短調「悲愴」

交響詩「はげ山の一夜」

ヴェルディ

ムソルグスキー

ビゼー

H23.8.10 第４回定期演奏会 下関市民会館

H22.8.8 第３回定期演奏会 下関市民会館

H21.8.9 第２回定期演奏会 下関市民会館

ハチャトゥリアン

H24.8.12 第５回定期演奏会 下関市民会館

ワーゲンザイル




