
令和元年度 日本音楽高等学校（2021 年度入学生用参考資料）
［ 全日制女子校 音楽科：音楽コース・幼児教育コース・バレエコース・舞台芸術コース ］

＝ 各コースのコンクール＆コンテスト実績、部活動の実績 ＝
【 音楽コース 】
＜個人：コンクール＞ ※本選以上

・第２９回日本クラシック音楽コンクール【予選通過：本選出場】

１年フルート専攻 シュターミッツ：フルート協奏曲 G-dur Op.29 第１楽章
２年フルート専攻 ガンヌ：アンダンテとスケルッツォ

３年声楽専攻（Sop）グルック：「ああ私のやさしい熱情が」・・・全国大会入選
２年ピアノ専攻 ベートーヴェン：ピアノソナタ Op.22 第１楽章

・第４３回ピティナ・ピアノコンペティション【本選：入選】

３年ピアノ専攻 ベートーヴェン：ピアノソナタ Op.2-3 第１楽章
・第２０回高校生のための歌曲コンクール【本選：入選・奨励賞】

３年声楽専攻（Sop） ガスパリーニ：｢あなたへの愛を捨てることは｣・木下牧子｢ほんとにきれい｣

・第１１回東京国際声楽コンクール【東日本准本選：入選】

２年声楽専攻（Sop） ルッツィ：「Ave Maria」
・第３８回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール【全国大会出場】

１年フルート専攻

２年声楽専攻（Sop） ※新コロナウィルスのため全国大会は７・８月に延期

＜団体：地域の演奏活動＆コンサート・コンクール＞
・「令和元年度第７回音楽コースＯＧコンサート」 7/27(土)

会場：本校三浦記念ホール

ＯＧ：武蔵野音大(Pf3 名 Sop･Cl)･昭和音大院生(Sop)
洗足学園音大(Sop2 名･Pf･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ)･上野学園大(Tp) 計 10 名参加

・「音楽コース声楽講師によるミニコンサート」 8/21(水) ※女子中学生対象のクリニック
会場：本校三浦記念ホール

対象：女子中学生と保護者

演奏：本校声楽講師・ピアノ講師

ソプラノ独唱：塙京子先生 ピアノ伴奏：今村洋子先生

「かやの木山の」 山田耕筰作曲

オペラ『つばめ』より「ドレッタの夢」 プッチーニ作曲

ソプラノ独唱：本松三和先生 ピアノ伴奏：井上照喜先生

オペラ『リゴレット』より「慕しい人の名は」 ヴェルディ作曲

ソプラノ独唱：吉田秀美先生 ピアノ伴奏：内田なお子先生

オペラ『蝶々夫人』より「ある晴れた日に」 プッチーニ作曲

「夢みたものは」 山田耕筰作曲

・「音楽コース管弦打講師によるコンサート」 11/17(日) ※女子中学生対象のクリニック
会場：本校三浦記念ホール

対象：女子中学生と保護者

演奏：本校管弦打講師

サクソフォーン：中谷弘志 ワルツ形式によるカプリス P.ボノー作曲
クラリネット：小坂真紀 クラリネット協奏曲第２番 B-dur 第２楽章 S.メルカダンテ作曲
ホルン：鈴木克博 ロマンス F-dur Op.27 C.サン＝サーンス作曲
ヴァイオリン：三浦知香子 チャルダッシュ V.モンティ作曲

・「ふれあい交流会」 12/19(火)
会場：品川区立三木小学校体育館

参加：本校音楽コース他（近隣保育園・小中学校）

演奏：女声合唱「マニフィカート・郷愁に寄せてより「みかんの花咲く丘」」

木管五重奏「カルメン組曲」より



・OKK 主催会場説明会 ミニコンサート 11/3(日祝)
主催：OKK 大井町から教育を考える会
会場：大井町アワーズイン阪急ツイン館４ F
参加：木管三重奏（オーボエ・フルート１・フルート２）

三重奏曲 デュルー作曲

歌劇「魔笛」より『私は鳥刺し』 モーツァルト作曲

「旅愁」 オードウェイ作曲

・「第九を歌おう in きゅりあん」 12/22(日)
会場：きゅりあん大ホール

合唱：マニフィカート・郷愁に寄せてより「みかんの花咲く丘」

OG：「第九」のソプラノパート
・「クリスマスコンサート」 12/24(火)

主催：品川シルバー大学同窓会

会場：きゅりあん小ホール

合唱：マニフィカート・郷愁に寄せてより｢みかんの花咲く丘｣・

クリスマスメドレー

アンサンブル（木管･ピアノ･声楽）

先生方・OG による演奏
全員合唱：「ハレルヤ」・「きよしこの夜」

・第５４回東京私立中学高等学校教職員音楽会

－東京の私学教員によるスペシャルコンサート－ 1/12(日)
会場：東京オペラシティリサイタルホール

ソプラノ独唱：松田乃利子先生 ピアノ伴奏：小川教子先生

「いとしい人が来る時」 G.ﾊﾟｲｼﾞｪｯﾛ作曲
トロンボーン：暮林直樹先生 ピアノ伴奏：小川教子先生

「バッハ風に」 J.M.ドゥファイ作曲

【 バレエコース 】
＜個人：コンクール＞
・ＮＢＡ東京ジュニアバレエコンクール東京 2019 3/28(木)・ 29(金) 新宿文化センター

＜高校１年の部＞

１年バレエコース ３－２位

・第４回ＷＢＡバレエコンクール青葉の森 9/21(土)・ 22(日) 青葉の森公園芸術文化ホール
＜ＪＤ部門＞

２年バレエコース 第３位（キエフ舞踊専門学校入学許可）

＜団体：演奏活動＞
・「バレエコンサート ２０１９」 全体指導：多々納みわ子先生

会場：本校三浦記念ホール

出演：バレエコース選抜生徒のソロ＆ヴァリエーション

･オープニング：３年選択バレエ教養Ⅱ受講者｢エフゲニー・オーネギン｣第３

幕

･１年選抜生徒によるソロ・ヴァリエーション

「ドン・キホーテ」第３幕より キトリのヴァリエーション

「眠れる森の美女」第３幕より オーロラ姫のヴァリエーション」

･２年生全員による「タランテラ－ Passion －」 振付：堀登先生

･バレエ教養Ⅱ受講生オリジナル作品 衣装製作指導 :室谷浩子
「Leau brille」「La Carrousel dance」「スケーターズ・ワルツ～冬の情景～」

･フィナーレ：出演者全員 「春の声」より J.シュトラウス作曲
対象：女子中学生とその保護者



【 舞台芸術コース 】 11/9(土)
・「舞台芸術コースコンサート 2019 『Brilliant Company』」

スタッフ

演出・構成・振付指導：FUMIKO 先生
歌唱指導：武田千宣先生

照明音響：山本英明先生（劇光社）

裏方：１年舞台芸術コース

会場：本校三浦記念ホール

出演：２年舞台芸術コース

・CHORUS LINE より「One」 振付：古澤勇先生

・WIKID より「For Good」
・CATS より「鉄道猫」
・ユタと不思議な仲間たちより「友だちはいいもんだ」

・舞台芸術コース全員による The Greatest Showman より「This is me」
対象：女子中学生とその保護者

【 幼児教育コース 】
・ゆたか児童センター「高校生と赤ちゃんとのふれあい事業」 年６回

会場：幼児教育コース教室＆ゆたか児童センター

参加：３年幼児教育コース

・「地域保育園との交流企画」 11/19(水)
主催：品川区役所保育課

会場：本校三浦記念ホール ※品川ケーブルテレビで放映

参加：近隣９保育園５歳児２５０名

品川保育園・大井保育園・ゆたか保育園・三ツ木保育園・一本橋保育園

西品川保育園・二葉保育園・南ゆたか保育園・大井倉田保育園

内容：幼児教育コース：パネルシアター・園児と一緒に演奏

※協力 音楽コース：器楽アンサンブル

保育園児の歌と打楽器で「おもちゃのチャチャチャ」

・「日本音楽学校幼稚園の遠足引率補助」 5/17(金)・ 11/8(金)
場所：新江ノ島水族館 ・戸越公園

参加：幼教２年生５名 ・幼教２年生４名

・「併設有明教育芸術短期大学との高大連携」 9/17(火)
場所：有明教育芸術短期大学子ども教育学科

参加：幼児教育コース全員

内容：模擬授業 橘 和代先生「保育の環境構成と内容」

赤坂澄香先生「子ども理解に役立つ心理学」



＜ 合 唱 部 ＞
・第８６回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（東京都高等学校の部）

予選Ｂ：銀 賞 7/24(水)：府中の森芸術劇場どりーむホール
指揮：松田乃利子先生 伴奏：小川教子先生

課題曲：「僕が僕を見ている」 岩崎太整作曲 横山潤子編曲

自由曲：この惑星に呼ばれて 女声合唱とピアノのための 田中達也作曲

・第７４回東京都合唱コンクール（第７ 2 回全日本合唱コンクール東京支部大会高等学校部門）

Ｂグループ（ 33 名以上）：銀 賞 9/ 1(日)：文京シビックホール大ホール
指揮：松田乃利子先生

伴奏：小川教子先生

課題曲：「その木々は緑」 横山潤子作曲

自由曲：この惑星に呼ばれて 女声合唱とピアノのための 田中達也作曲

・春のコーラスコンテスト２０２０（春こん） 2/ 8(土)
高等学校の部（女声）

会場：北とぴあさくらホール

指揮：松田乃利子先生

合唱曲：女声合唱「Magnificat」 J.Busto 作曲

＜ アンサンブル部 ＞
・２０１９ TAMA アンサンブルフェスタ 12/27(金)

トロンボーン三重奏：金 賞

会場：八王子市芸術文化会館いちょうホール

演奏： 1.ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ（ 1 年）・ 2.ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ（ 1 年）・ﾊﾞｽﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ（ 1 年）

演奏曲：「ソナタ」 D.シュベール作曲

＜ ダ ン ス 部 ＞
･第６６回東京都高等学校ダンス発表会 11/3(日祝)

主催：東京都高等学校保健体育研究会

会場：国立青少年オリンピック記念センターホール

No. 1「うそ～空と鳥とヒト達と～」
No.13「暗示（サジェスト）」

・第７２回全国中学校高等学校ダンスコンクール 11/23(土祝)
主催：学校法人二階堂学園 日本女子体育大学

会場：浜松町メルパルクホール

奨励賞：「うそ～空と鳥とヒト達と～」

・第４７回体育実技研究発表会 2/15(土)
主催：東京都女子体育連盟

会場：国立青少年オリンピック記念センターホール

連盟特別賞（上位２校）：「暗示（サジェスト）」 ※１・２年部員で出場

＜ 演 劇 部 ＞
・令和元年度「東京都私立中学高等学校演劇発表会」 12/27(金)

会場：十文字女子中学高等学校

優秀賞：発表作品「仮族団欒(かぞくだんらん)」 作：舞台芸術コース３年(M.R.)


