
森のコンサート

山形大学 地域教育文化学部

文化創生コース ２ 年

～ジブリがいっぱい～

＜合唱＞

「猫の恩返し」より

風になる つじあやの 詞/つじあやの 曲/西條 太貴 編曲

ピアノ 竹田 遥

「となりのトトロ」より

風のとおり道 宮崎 駿 詞/久石 譲 曲/白川 雅樹 編曲

ピアノ 渋江 穂香

＜独唱＞

「もののけ姫」より

もののけ姫 宮崎 駿 詞/久石 譲 曲/小野 佐知子 編曲

メゾ 荒川 多香美

ピアノ 秋場 咲佳

「ハウルの動く城」より

世界の約束 谷川 俊太郎 詞/木村 弓 曲/高野 令子 編曲

ソプラノ 櫻木 優花

ピアノ 竹田 遥

「コクリコ坂から」より

さよならの夏 万里村 ゆき子 詞/坂田 晃一 曲/渋谷 絵梨香 編曲

ソプラノ 小野 凜香

ピアノ 秋場 咲佳



＜独奏＞

「千と千尋の神隠し」より

あの日の川 久石 譲 曲/島津 秀雄 編曲

ふたたび 久石 譲 曲/島津 秀雄 編曲

バイオリン 菊地 彩花

ピアノ 竹田 遥

「もののけ姫」より

アシタカせっ記 久石 譲 曲

アシタカとサン 久石 譲 曲/大畑 莉紗 編曲

ファゴット 武田 高空

ピアノ 秋場 咲佳

「天空の城ラピュタ」より

ハトと少年 久石 譲 曲/島津 秀雄 編曲

「魔女の宅急便」より

優しさに包まれたなら 荒井 由実 曲/島津 秀雄 編曲

トロンボーン 新関 茉友

ピアノ 渋江 穂香

「ハウルの動く城」より

人生のメリーゴーランド 久石 譲 曲

「魔女の宅急便」より

ルージュの伝言 荒井 由実 曲/川田 千春 編曲

クラリネット 村岡 観月

ピアノ 秋場 咲佳

「崖の上のポニョ」より

崖の上のポニョ 久石 譲 曲/島津 秀雄 編曲

「となりのトトロ」より

さんぽ 久石 譲 曲

パーカッション 照沼 由衣

ピアノ 渋江 穂香



＜休憩＞

～新しい朝が来た～
＜合唱＞

365 日の紙飛行機 秋元 康 詞/角野 寿和、青葉 紘季 曲/遊佐 葵 編曲
ピアノ 竹田 遥

星影のエール GReeeeN 詞/GReeeeN 曲/西條 太貴 編曲
ピアノ 渋江 穂香

～愛と夢と魔法の国へ～
＜独唱＞

「ライオン・キング」より
愛を感じて Tim Rice 詞/Elton John 曲/村上 由紀 編曲

メゾ 荒川 多香美
ピアノ 秋場 咲佳

「眠れる森の美女」より
いつか夢で さざなみ けんじ 詞/Sammy Fain, Jack Lawrence 曲

/伊藤幹翁 編曲
ソプラノ 櫻木 優花
ピアノ 竹田 遥

実写版「アラジン」より
スピーチレス～心の声（パート２） Benj Pasek, Justin Paul 詞/Alan Menken 曲

/石川芳 編曲
ソプラノ 小野 凜香
ピアノ 秋場 咲佳



～ドリーム・パレード～

＜アンサンブル＞

「アナと雪の女王」より

とびらあけて Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez 曲

/高橋 美夕己 編曲

クラリネット 村岡 観月

ファゴット 武田 高空

ピアノ 竹田 遥

ディズニーメドレー 嶋崎 雄斗 曲/菊地 彩花、武田 高空、村岡 観月 編曲

バイオリン 菊地 彩花

クラリネット 村岡 観月

ファゴット 武田 高空

トロンボーン 新関 茉友

パーカッション 照沼 由衣

～秋を感じて～

＜合唱＞

「ふるさとの四季」より

村祭 文部省唱歌 詞/文部省唱歌 曲/源田俊一郎 編曲

紅葉 高野 辰之 詞/岡野 貞一 曲/源田 俊一郎 編曲

ピアノ 渋江 穂香



＜出演者＞

～独唱～

ソプラノ

小野 凜香

櫻木 優花

メゾ

荒川 多香美

～アンサンブル～

バイオリン

菊地 彩花

クラリネット

村岡 観月

ファゴット

武田 高空

トロンボーン

新関 茉友

パーカッション

照沼 由衣

～ピアノ～

秋場 咲佳

渋江 穂香

竹田 遥

～司会～

青山 千紘

小泉 奈穂人


