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♪ パートナーソング　うさぎと十五夜お月さん 編曲 岩崎 佳子 ♪ 編曲 新藤 理恵

♪ 編曲 鎌田 典三郎

♪

♪ 作詞 平岡 精二

♪ 作詞 宮沢 和史 8 コールうすい 指揮 大山 亜紀子 伴奏 今川 寿美
♪ 作曲 井上 武士 編曲 源田 俊一郎

2 　チューリップ 作詞 近藤 宮子

♪ 　こま 作詞 小野 芳照

作詞 堀口 大学 　ぴよぴよひよこ 作詞 富原 薫

♪ 作詞 斎藤 信夫 編曲 福永 陽一郎 　うぐいす 作詞 林 柳波

　うみ 作詞 林 柳波

3 安中市少年少女合唱団 指揮 織田 修一 伴奏 小林 直子 　菊の花 作詞 小林 愛雄

♪ Tomorrow 作詞 杉本 竜一 作曲 杉本 竜一 編曲 富澤 裕 　チューリップ 作詞 近藤 宮子

♪ わたあめ 作詞 河室 賢明 作曲 弓削田 健介 編曲 弓削田 健介 ♪ 妙義山 作詞 大和田 建樹 作曲 田村 虎蔵

4 安中二葉幼稚園コーラス 指揮 神戸 深雪 伴奏 山中 美保 9 こーろ・Putit・Berry 伴奏 塩谷 景子
♪ 大切なもの 作詞 山崎 朋子 作曲 山崎 朋子 ♪ チェリー 作詞 草野 正宗 作曲 草野 正宗

♪ まるい地球をひとまわり 作詞 ミマス 作曲 ミマス 編曲 富澤 裕 ♪ ぼくのミックスジュース 作詞 五味 太郎 作曲 渋谷 毅 編曲 林 アキラ

♪ パプリカ 作詞 米津 玄師 作曲 米津 玄師 編曲 西條 太貴

5 ハッピーコーラス・峠 伴奏 塩谷 景子 ♪ 明日はきっといい日になる 作詞 高橋 優 作曲 高橋 優 編曲 田中 和音

♪ 野に咲く花のように 作詞 杉山 政美 作曲 小林 亜星 編曲 原 荘介

♪ ディズニーメドレー 10 安中市民合唱団 指揮 小林 潤一 伴奏 米田 淳子
♪ 故郷 作詞 高野 辰之 作曲 岡野 貞一 編曲 上田 真樹

♪ ちいさい秋みつけた 作曲 中田 喜直

11 安中草笛合唱団 指揮 織田 修一 伴奏 諏訪部 隆代
♪ 作詞 新井 満 ♪ 浜辺の歌 作詞 林 古渓 作曲 成田 為三 編曲 林 光

♪ 初恋 作詞 石川 啄木 作曲 越谷 達之助 編曲 鈴木 輝昭

♪ ドラえもん 作詞 星野 源 作曲 星野 源

12 伴奏 米田 淳子
6 コーラスまついだ 指揮 朴田 真由美 伴奏 今川 寿美 ♪ 編曲 源田 俊一郎

♪ かあさんの歌 作詞 窪田 聡 作曲 窪田 聡 編曲 今村 康 　村祭 文部省唱歌

♪ ないしょ話 作詞 結城 芳夫 作曲 山口 保治 　紅葉 作詞 高野 辰之 作曲 岡野 貞一

♪ あめふり 作詞 北原 白秋 作曲 中山 晋平 　冬景色 文部省唱歌

♪ 肩たたき 作詞 西條 八十 作曲 中山 晋平 　雪 文部省唱歌

♪ コーラスかあさん 作詞 新崎 恵子 作曲 瑞慶覧 尚子 　故郷 作詞 高野 辰之 作曲 岡野 貞一
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この街で

　　チム・チム・チェリー

里の秋

作詞 Peggy Lee
　『わんわん物語』より

磯部ハーモニズ・ドルチェ、まるべりぃ
唱歌メドレー　ふるさとの四季より

全体合唱

　秋のピエロ

『月光とピエロ』より

指揮 小林 潤一

学生時代

島唄

日本古謡

　十五夜お月さん 作曲 本居 長世

作曲 平岡 精二

作曲 宮沢 和史

編曲 今村 康

井上武士童謡メドレー

編曲 前嶋 康明

作曲 Sonny Burke

作曲 海沼 実

作詞 サトウハチロー

　　 三宮 麻由子

作曲 新井 満

プ ロ グ ラ ム
♯＜第２部＞♯

富岡コール 伴奏 塩谷 景子

♯＜第１部＞♯

指揮 蟻坂 弘江 伴奏 永井 和子スイートピー’０５
君といっしょだから

赤いやねの家

いのちの歌 作詞 Miyabi

作詞 織田 ゆり子

作詞 杉本 真咲

作曲
Robert B.Sherman

作詞
Richard M.Sherman

日本語詞
あらかわ ひろし

日本語詞
平井 多美子

作曲 時咲 久夫

作曲 上柴 はじめ

作曲 松村 崇継

コール・バウム

　　ララルー

『メリー・ポピンズ』より

　うさぎ

作詞 野口 雨情

作曲 清水 脩


