
1

♪

♪ 雨降りお月さん

2

♪ 作詞 斎藤 信夫

♪ 作詞 加藤 省吾

♪ 作詞 西條 八十

♪ 今が美しい 作詞 村田 さち子 作曲 鈴木 憲夫

3

♪

♪

4 スイートピー’０５

♪

♪

小林 直子

今川 寿美
♪

♪

♪ いま生きる子どもマーチ 作曲 湯山 昭

6
♪

♪

♪ 砂山 作詞 北原 白秋 作曲 中山 晋平 編曲 福永 陽一郎

　　 小林 潤一

シャボン玉 作詞 野口 雨情 作曲 中山 晋平 編曲 小林 潤一

七つの子 作詞 野口 雨情 作曲 本居 長世 編曲 福永 陽一郎

編曲 富澤 裕

作詞 こわせ たまみ

コール・バウム 指揮 小林 郁夫　 

小さな勇気 作詞 栂野 知子 作曲 栂野 知子

旅立ちの時 作詞 ﾄﾞﾘｱﾝ助川 作曲 久石 譲

5 安中市少年少女合唱団 指揮 織田 修一 伴奏

３つの太郎のうたメドレー
文部省唱歌 編曲 鷹羽 弘晃

(浦島太郎・金太郎・桃太郎)

秋の子 作詞 ｻﾄｳ ﾊﾁﾛｳ 作曲 末広 恭雄 編曲 白川 雅樹

指揮 蟻坂 弘江 伴奏 永井 和子

変わらないもの 作詞 山崎 朋子 作曲 山崎 朋子

時代 作詞 中島 みゆき 作曲 中島 みゆき 編曲 山室 紘一

安中二葉幼稚園コーラス 指揮 神戸 深雪 伴奏 山中 美保

鞠と殿さま 作曲 中山 晋平

みかんの花咲く丘 作曲 海沼 実 編曲 源田 俊一郎

蛙の笛 作曲 海沼 実 

コーラスまついだ 指揮 朴田 真由美 伴奏 今川 寿美

作詞 野口 雨情 作曲 中山 晋平 編曲 岩河 三郎

　　　　　　　　 アメフリ 作詞 北原 白秋 作曲 中山 晋平 編曲 岩河 三郎

二つの雨のうた　 雨 作詞 北原 白秋 作曲 弘田 龍太郎 編曲 岩河 三郎

　　　　　　　　　　　　プ ロ グ ラ ム
♯＜第１部＞♯

磯部まるべりぃくわの実ドルチェ♪ 伴奏 米田 淳子



7

♪

♪

8

♪

♪

♪ 作曲 いずみ たく

9 安中草笛合唱団

♪ 里の秋

♪

10 安中市民合唱団

♪

♪ 紅葉

♪ 小さな世界 作詞 R.M.Sherman 日本語詞 若谷 和子

（ｲｯﾂ･ｱ･ｽﾓｰﾙﾜｰﾙﾄﾞ） 　　 R.B.Sherman

11 こーろ・Putit・Berry
♪

　　　　坂田 修メドレー”

ぼくらのロコモーション

　　　　～にじのむこうに

♪ I See The Light(輝く未来) 作曲 Alan Menken

♪ キセキ 作詞 GReeeeN 作曲 GReeeeN 編曲 田中 和音

12
♪ 女声合唱のための童謡メドレー

どこかで春が 作詞 百田 宗治 作曲 草川 信 編曲 島 頼子

うみ 作詞  林   柳波 作曲 井上 武士 編曲 島 頼子

村まつり 文部省唱歌 編曲 島 頼子

雪 文部省唱歌 編曲 島 頼子
七つの子 作詞 野口 雨情 作曲 本居 長世 編曲 島 頼子

13 全体合唱

指揮 大山 亜紀子 伴奏 今川 寿美

「どこかで春が」より

コールうすい

日本語訳詞 高橋 知伽江

作曲 坂田 修

伴奏 塩谷 景子
“おかあさんといっしょ

作詞 坂田 修

編曲 小林 潤一

作詞 高野 辰之 作曲 岡野 貞一 編曲 三善 晃

伴奏 米田 淳子

夕暮れの歌 作詞 多胡 純策 作曲 斎藤 六三郎

作曲 瀧 廉太郎 編曲 上田 真樹荒城の月 作詞 土井 晩翠

　　　　～ぼくらのうた～

指揮 織田 修一 伴奏 諏訪部 隆代

作詞 斉藤 信夫 作曲 海沼 実

見上げてごらん夜の星を 作詞 永 六輔 加詩曲 北川 悠仁

　　 山川 啓介

編曲 井口 モエ

銀河鉄道999 作詞 奈良橋 陽子 作曲 ﾀｹｶﾜ ﾕｷﾋﾃﾞ 編曲 奥田 悌三

にじ 作詞 新沢 としひこ 作曲 中川 ひろたか

ハッピーコーラス・峠 伴奏 塩谷 景子

作曲 中田 喜直

荒城の月 作詞 土井 晩翠 作曲 瀧 廉太郎 編曲 小林 秀雄

小さい秋みつけた 作詞 ｻﾄｳ ﾊﾁﾛｰ

♯＜第２部＞♯

同響会 指揮 三田 佳一 伴奏 加藤 有美


