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６．合唱同好会・合唱部 活動記録 

【 合唱同好会 】 

平成 27 年度 

第２３回岡山県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 銅賞 

平成 28 年２月 11 日（木・祝日） 倉敷市芸文館 
 女声合唱のための「木下牧子アカペラ・コーラス・セレクション」より 
   「さびしいカシの木」 作詞：やなせたかし 作曲：木下 牧子 
 

 

平成 28 年度 

第４０回岡山県高等学校総合文化祭合唱部門（岡山県高等学校合唱祭）出場 

平成 28 年６月４日（土） 高梁総合文化会館 

 無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」より  

「雨のあと」 作詞：金子 みすゞ 作曲：信長 貴富 

 

第６９回岡山県合唱フェスティバル 出場 

平成 28 年６月 12 日（日） 岡山シンフォニーホール 

 無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」より  

「涙の樹」 作詞：青木 景子 作曲：信長 貴富 

「雨のあと」 作詞：金子 みすゞ 作曲：信長 貴富 

  

第８３回(平成２８年度)ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 岡山県コンクール中学校の部 銅賞 

平成 28 年８月４日（木） 建部町文化センター 

 課題曲  「結」 作詞・作曲：miwa  編曲：佐藤 賢太郎 

自由曲  無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」より  

「雨のあと」 作詞：金子 みすゞ 作曲：信長 貴富 

 

第６９回岡山県合唱コンクール 中学校部門同声合唱 銀賞 

平成 28 年８月７日（日） 倉敷市芸文館 

 無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」より  

「涙の樹」 作詞：青木 景子 作曲：信長 貴富 

「雨のあと」 作詞：金子 みすゞ 作曲：信長 貴富 

 

ＭＢＳこども音楽コンクール 地区予選 優秀賞 

平成 28 年 10 月 21 日（月） 

 無伴奏女声合唱曲集「なみだうた」より  

「雨のあと」 作詞：金子 みすゞ 作曲：信長 貴富 

 

ＭＢＳこども音楽コンクール西日本優秀校発表音楽会 優良賞 

平成 28 年 12 月 25 日（日） 池田市民文化会館 アゼリアホール 

 「Mass for 3 Voices」より 

   Gloria  BYRD, William  
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第２４回岡山県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 金賞 

平成 29 年２月 12（日） 倉敷市芸文館 
 「Mass for 3 Voices」より 

   Gloria  BYRD, William  

 

 

平成 29 年度 

第４１回岡山県高等学校総合文化祭合唱部門（岡山県高等学校合唱祭）出場 

平成 29 年６月３日（土） 高梁総合文化会館 

 「鳥」女声合唱のために 作詞：川崎 洋 作曲：松下 耕 

 

第７０回岡山県合唱フェスティバル 出場 

平成 29 年６月 18 日（日） 岡山シンフォニーホール 

 「鳥」女声合唱のために 作詞：川崎 洋 作曲：松下 耕 

 

第８４回(平成２９年度)ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 岡山県コンクール 

平成 29 年８月２日（水） 建部町文化センター 

中学校の部 銀賞 

 課題曲  「願いごとの持ち腐れ」 作詞：秋元 康 作曲：大島 ミチル 

自由曲  「鳥」女声合唱のために 作詞：川崎 洋 作曲：松下 耕 

高等学校の部 銀賞 

 課題曲  「君が君に歌う歌」 作詞：Elvis Woodstock 作曲：内山 栞 編曲：横山 潤子 

自由曲  寺山修司の詩による 6 つのうた「思い出すために」より ６．種子（たね） 

 作詞：寺山 修司 作曲：信長 貴富 

 

第７０回岡山県合唱コンクール 高等学校部門Ａグループ 銀賞 

平成 29 年８月１１日（金） 倉敷市玉島文化センター 

課題曲  F2 Ave verum corpus 作曲：Francis Poulenc 

自由曲 「鳥」女声合唱のために 作詞：川崎 洋 作曲：松下 耕 

 

ＭＢＳこども音楽コンクール 地区予選 優秀賞 

平成 29 年 10 月 20 日（金） 

「鳥」女声合唱のために 作詞：川崎 洋 作曲：松下 耕 

 

ＭＢＳこども音楽コンクール 西日本優秀校発表音楽会 最優秀賞 

平成 29 年 12 月 26 日（火） 池田市民文化会館 アゼリアホール 

 無伴奏女声合唱曲「今，ここに」 作詞：伊藤 玲子 作曲：松下 耕 

 

第２５回岡山県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 

平成 30 年２月 11 日（日） 倉敷市芸文館 
中学校の部 金賞 
 無伴奏女声合唱曲「今，ここに」 作詞：伊藤 玲子 作曲：松下 耕 

高校の部 銅賞 
 絵の中の季節より I.古い絵 作詞：岸田 衿子 作曲：木下 牧子 
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兵庫ヴォーカルアンサンブルコンテスト 2018 青少年部門 銀賞 
平成 30 年２月 12 日（月） 神戸市東灘区民センター うはらホール 
 無伴奏女声合唱曲「今，ここに」 作詞：伊藤 玲子 作曲：松下 耕 
 
 

平成 30 年度 

第４２回岡山県高等学校総合文化祭合唱部門（岡山県高等学校合唱祭）出場 

平成 30 年６月９日（土） 高梁総合文化会館 

 無伴奏女声合唱曲「木」 作詞：谷川 俊太郎 作曲：信長 貴富 

 

第７１回岡山県合唱フェスティバル 出場 

平成 30 年６月 16 日（土） 岡山シンフォニーホール 

 無伴奏女声合唱曲「木」 作詞：谷川 俊太郎 作曲：信長 貴富 

 

岡山県合唱連盟創立７０周年記念演奏会 出演 

平成 30 年６月 17 日（日） 岡山シンフォニーホール 

 

第１０回東京国際声楽コンクール 岡山地区大会 準本選入選 地区大会優秀賞 

平成 30 年８月３日（金） ルネスホール 多目的ホール 

 無伴奏女声合唱曲「木」 作詞：谷川 俊太郎 作曲：信長 貴富 

 

第７１回岡山県合唱コンクール 高等学校部門Ａグループ 金賞 県代表 

平成 30 年８月 11 日（土） 岡山市立市民文化ホール 

 課題曲 F4 雪（「３つの essais」から） 作詞：堀口大學 作曲：松本 望 

自由曲 無伴奏女声合唱曲「木」 作詞：谷川 俊太郎 作曲：信長 貴富 

 

第１０回東京国際声楽コンクール 西日本準本選 本選入選 

平成 30 年８月 23 日（金） 神戸市立灘区民ホール ホール 

 無伴奏女声合唱曲「木」 作詞：谷川 俊太郎 作曲：信長 貴富 

 

第５７回中国合唱コンクール 高等学校部門Ａグループ 銀賞（5/11） 

平成 30 年９月 22 日(土)  島根県民会館大ホール  

 課題曲 F4 雪（「３つの essais」から） 作詞：堀口 大學 作曲：松本 望 

自由曲 無伴奏女声合唱曲「木」 作詞：谷川 俊太郎 作曲：信長 貴富 

 

第１０回東京国際声楽コンクール本選 全国第２位 

平成 30 年９月 23 日（日） 曳舟文化センター ホール 

雪（「３つの essais」から） 作詞：堀口 大學 作曲：松本 望 
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兵庫ヴォーカルアンサンブルコンテスト 2019 
平成 31 年２月３日（日） 神戸市東灘区民センター うはらホール 
青少年部門 奨励賞 

女声合唱のための「木下牧子アカペラ・コーラス・セレクション」から 3 おんがく  

 作詞：まど・みちお 作曲：木下 牧子 

青少年部門 銀賞・野本立人賞（審査員特別賞） 
Ave Maria Gratia Plena  作曲：BUSTO, Javier 
女声合唱曲集「うたを うたう とき」から  うたを うたう とき  

作詞：まど・みちお 作曲：信長 貴富  

 

第２６回岡山県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 

平成 31 年２月 17 日（日） 倉敷市芸文館 
中学校の部 金賞 

女声合唱のための「木下牧子アカペラ・コーラス・セレクション」から 3 おんがく  

 作詞：まど・みちお 作曲：木下 牧子 

高校の部 金賞 
 Ave Maria Gratia Plena  作曲：BUSTO, Javier 

女声合唱曲集「うたを うたう とき」から  うたを うたう とき  

作詞：まど・みちお 作曲：信長 貴富  

 

 

【 合唱部 】 

平成 31 年度・令和元年度 

第４３回岡山県高等学校総合文化祭合唱部門（岡山県高等学校合唱祭）出場 

令和元年６月８日（土） 高梁総合文化会館 

 無伴奏女声合唱組曲「春たけなわ」から IV. 屹立するポプラの梢  

作詞：木島 始 作曲：土田 豊貴 

 

第７２回岡山県合唱フェスティバル 出場 

令和元年６月 16 日（日） 岡山シンフォニーホール 

 無伴奏女声合唱組曲「春たけなわ」から IV. 屹立するポプラの梢  

作詞：木島 始 作曲：土田 豊貴 

 

第７２回岡山県合唱コンクール 高等学校部門Ａグループ 金賞 県代表 

令和元年８月 12 日（月）倉敷市芸文館 
 課題曲 F１ Gabriel Archangelus  作曲 Francisco Guerrero 

自由曲 無伴奏女声合唱組曲「春たけなわ」から IV. 屹立するポプラの梢  

作詞：木島 始 作曲：土田 豊貴 

 

第５８回中国合唱コンクール 高等学校部門Ａグループ 銅賞 

令和元年９月 21 日(土)  ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ  

 課題曲 F１ Gabriel Archangelus  作曲 Francisco Guerrero 

自由曲 無伴奏女声合唱組曲「春たけなわ」から IV. 屹立するポプラの梢  

作詞：木島 始 作曲：土田 豊貴 
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兵庫ヴォーカルアンサンブルコンテスト 2020 
令和２年２月２日（日） 神戸市東灘区民センター うはらホール 
青少年部門 銅賞 

女声合唱のための「木下牧子アカペラ・コーラス・セレクション」 から ６．めばえ 
 作詞：みずかみかずよ 作曲：木下 牧子 

青少年部門 銀賞 
女声合唱曲集「わたしは風」から ３．歌  作詞：新川 和江 作曲：木下 牧子 

 

第２７回岡山県ヴォーカルアンサンブルコンテスト 

令和２年２月 11 日（火・祝） 倉敷市芸文館 
中学校の部 金賞 

女声合唱のための「木下牧子アカペラ・コーラス・セレクション」 から ６．めばえ 
 作詞：みずかみかずよ 作曲：木下 牧子 

高校の部 金賞 
 女声合唱曲集「わたしは風」から ３．歌  作詞：新川 和江 作曲：木下 牧子  

 

 

 

 


