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国立音楽大学附属高等学校内

第1311回|IS61o Ensemble concertが 開催されます !

■今回で3回目を迎えるソロ・アンサンブルコンサートは、

|■■■  同窓会員に演奏活動の場を提供し、

1才治旨ある音楽家を発掘することにより会の活性化をはかり、

■|ひいて|ま母校の1発展に寄与することを目的としています。

青琴琴奪||び!Fす
―デイシヨンの合格者による演奏会です。

1高な二落畠去息髯殴35霧fTι ll結しぃたしま九

お61'二|15■14LL,
ふ基鼻』J二重鶏ITTF

(小金1丼市民交流センタ■)||||■ |
|  ‐  ‐ |   |‐   |‐ ‐

■■||||||‐

」R中央線「武蔵小金井」南□訳前すぐ■■■||■

‐●●■●|′
‐■‐

佐久間 未 llA

入場料/T般 2500円 学生 2000円

■     |      (全 席自由)

■チケットのお求め
|●小全丼富地楽器ホニル2F事務室内チケットデスク
|■ ※窓□1販売のみ、電話予約不可      (1° 00～ 1900)

●■ 1取扱は公演前白まで TEL042 380・ 80アフ

|●宮地楽器 小金丼店ショールーム  TEL042-385-5585
1‐
|●国:立音楽大学書籍売店 (宮地楽器) 丁EL042-537-8200

≪チケットの郵送、ならびに置きチケットを

|■‐||‐ |‐ 1同窓会事務局|で用意いたします !≫

1同封の振込用紙または下記に、■ ||■ ‐

|‐1郵便振替□座■■■■ ||‐ |‐■|‐ |

■加入者名■国立音楽大学附属1高等学校同窓会 |
■1白座1記号●00130311口座番号1324176  .

種

'11(■

般■学生)tl枚数●受駆方法 |(郵港・置きチ
ケ,卜 )。 重『送希望の方|で●住所や受取人が違う場合
は詳細を通信樹に記入して●4月 24日までに振り込
んで―くだきtl:||||■■■■■■|||||‐ ■■||

ご不明な点があ|ナましたらtお気軽にお問い合わせください:

■主催/国立音楽大学附属高等学校同窓会■|■ ||

■後援/国立音楽大学1附肩申学高等学校||■■■‐|

■お問い合わせ/自 1立音楽大学附肩高等学校同1窓会■
TEL/FAX 04215フ 21801411(月 1水 1全 11100～ 17:OOll

E mal:|OnК ol10@|い 0010い ||●IJOIIIII‐ ■|

HP:httpプ /www.kun社 oこり,olКol10rg/11■■■|

●小学校大学前のお子様め―ご入‐場はご遠慮くだ.さ|■

冨 田 愛 佳 曳 地 春 香 石 田 真 1由

山 口 裕 子 石 井 里 乃

岡 本 知 也 小 林 瑞 花
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新会員の皆様、国立音楽大学附属高等学校ご卒業おめでと
うございます。

そして日頃から音高を愛し応援してくださる会員の皆様、それ
ぞれがこれから新年度を迎えるにあたり、また新たな気持ちで目
標に向かって歩みはじめているところではないでしょうか。皆さん
のご活躍を心よりお祈り申し上げます。昨年度より、先代の星野
安彦会長 (現在の校長先生)の後任として会長を引き継ぐことと
なりました大友太郎です。家内も一人娘も皆さんと同じ同窓会
フアミリーです。現在、私は国立音楽大学及び附属高等学校で

後進の指導にあたっています。どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、皆さんは今の日本がどうなって行くのか、ことさら我々の

生活の質にかかわる身近なこととして、例えば身の回りの物価は
上るのか、求人倍率は上がるのか、どうしても増税になるのか、保
育施設は足りるのか、保育士の数は足りるのか、介護施設は足り
るのか、介護福祉士は足りるのか、家賃、教育費、医療費、健康
保険、年金等、気になることばかりではないでしょうか。世界では、
イギリスのEUからの離脱表明、シリア問題、IS問題、我が国の同
盟国であるアメリカ合衆国のトランプ新大統領の様々な発言を
受けての日本、ヨーロッパ、ロシア、ァジァ各国の反応が気になる

ところです。不安材料は一杯です。いっそのこと何も見ず間かず
我が道を黙々と進みますか?

新聞、テレビ、ラジオ、ネット等からの主要ニュース、視聴率、支
持率、人気ランキング等の情報も今やどれを信じて良いのやらわ
かりません。この不安な時代にいて今私たちが信じられる確かな
ことは、音楽は楽しい、国立音楽大学附属高等学校で過ごした
その時が楽しかつた、幸せだった、ということです。皆さんの頭の

中にも在学中の忘れられない素晴らしいシーンがたくさんおあり
かと思いますが、それらを思い出しながら語り合う場が毎年秋に

開催されている同窓会総会後のパーティー(今年度は11月 19
日)です。同窓会では様 な々活動を行つていますが、今年度はオー
ディションにより選ばれた同窓生たちによるソロ・アンサンブルコン
サートが5月 14日 に開催される予定です。7月 23日には昨年大好
評だつた附属高等学校内のスタジオを利用してのピアノおさらい

会が引き続き準備されています。

汗水たらして経験しなくてもバーチャルな世界で疑似体験でき
る、苦労して歩きまわらなくてもインターネットにより安易に情報を
手にいれることができる現代で、なぜ今なお練習に練習を重ねて
楽器を演奏したいのか、なぜ歌いたいのか、なぜクラシック、ジャ
ズ、現代曲等を聴きたいのか。私たち同窓生でしたらお分かりで
すね。私たちはこの自由あふれる母校の環境のなかで、価値観は
一つではない。お互いの存在価値、個性を認め、仲良く、温かく、
しかしながら各々が自分の道を突き進まねばならないことを知ら
ず知らずのうちに学んできたのです。

今年も音高同窓生としての誇りをもってこの世を生き抜いて参
りましょう。

国立音楽大学附属高等学校を卒業される皆様、ご卒業おめ
でとうございます。これから皆さんは音楽科・普通科を卒業し、国
立音楽大学はじめ夫々の大学に進み、様々な分野に羽ばたこう
としています。中学までとは違い、皆さんの具体的な将来の夢に

向かう第一歩が始まります。

去年今年と世の中は騒がしく混沌としております。そのような

時代・環境だからこそ、創立以来の伝統である「自由」を掲げて
来た学校に学んだ意義は大きいと思います。皆さんは、一人ひと
りを大切にし互いに多様性を認め合いながら個人としてのつな
がりが必要な事をこの学校で学びました。これからの世界で“自
由"という言葉は重要な意味を持つと思います。人生を有意義に
生き抜く為にもここで学んだ自由を忘れないで下さい。

私立学校を取り巻く環境は益 厳々しく、2018年からもう1つ少
子化の波がやって来ます。附属高校の魅力をより高めるために、
星野校長始め全教職員一丸となって改革に取り組んでいます。
皆さんはこれから伝統ある同窓会の一員になります。卒業後も母
校の発展を見守つていただき、ご支援をいただきたいと思います。
後輩は皆さんの活躍を見ています:良き先輩として益 の々活躍を
期待します。

春の陽が、全てのものに優しく注がれる頃となりました。同窓会
の皆様には、お変わりなくお過ごしのことと存じます。

母校・国立音楽大学附属高等学校では3月 15日に卒業式が
行われ、また新たな同窓会の一員として、それぞれの場へと巣
立って行きました。若者の未来に幸多かれと祈る気持ちで一杯
です。

さて私達の過ごす世界は刻一刻と変化し、アメリカ合衆国で
はトランプ氏が大統領となり様々な内向きな政策を打ち出し混乱
が生じていますが、世界もその影響を大きく受け、今後の動きは
かなり不透明になっています。これらは確実に人々の価値観変化

へと繋がります。そして教育全般にも、学校選びにも影響が及ぶ
ことは間違い有りません。またIT技術革新はとどまるところを知ら
ず、ロボットが人にとって代わる場面が増加し、あちらこちらで失
われるであろう職が紹介されたりしています。

中学、高校もそうした流れの中でもがいており、教育の将来、
タィジョンの確立に向けて日々 取り組んでいます。とはいえ簡単に

結論を導き出せるものでは無く試行錯誤の連続で、このような繰
り返しはしばらく続くことになるだろうと予感しています。

そんな中でも受験者数は中学、高校合わせますと前年度を上
回つており、多くの新入生を迎えることが出来そうな状況で、大
変有り難い事だと思つております。これも皆様方の一助によると
ころが大きいと感じており、心より感謝申し上げる次第です。

今後が不透明な事に嘆いていても何も始まりません。前述した
ように試行錯誤を繰り返してゆくしか無いと思われますが、学校
の役割を見失うこと無く音高らしく進んでいきたいと思っておりま
す。どうかこれからも母校の歩みに注目して頂き、叱咤激励を賜
りますようお願い申し上げます。
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昨年 H月 母校にてティーパーテイーと総会を開催

いたしました。総会では同窓会員94名 が出席し、決算

は拍手をもって承認されました。(右記参照 )

ミニコンサートでは音楽科 3年吉澤萌依子さん

(Vn)、 斎藤桃さん (Pf)、 松井秀太郎君 (Tp)な らび

に音楽科34回生の安藤丘さん(Pf)による素晴らしい

演奏を堪能し、ご招待した現。旧教職員の方々と併せ

て100名を超えた活気のあるパーテイーとなりました。

また、同窓会運営上“時代に合った会則の改定"が

必要に迫られておりましたが、現附属担当部長 横塚

厚司様の多大なご協力のもと、公文書として使用でき

るよう内容の精査を含め書式を整えていただきました。

この会則改定案が、総会にて承認されました。この場

を借りて法人ならびに横塚部長に深く御礼申し上げま

す。改定された会則については、同窓会ホームページ

をご覧ください。

次回同窓会はH月 19日 (日 )に母校にて行う予定

です。今年も退職された先生方にご案内をお送りしま

すので、懐かしい先生方との温かいひとときをお過ご

しください。

国立音楽大学附属高等学校同窓会

一般会計決算        一般会計予算
平成27年 11月 1日 ～平成28年 10月 31日   平成28年 11月 1日 ～平成29年 10月 31日

入の部

科    日 予  算 決  算

繰越金

会 費

預金利息

総会会費

主催者行事費

10,767,230

2,740,000

10,767,230

2,760,000

60,000 61,000

150,000 79,000

寄 付

協力金

奨学金波金

0 41,000

0 274,000

0 0

合    計 13,719,230 13,984,410 部

事 務 費 (含む人ll費 )

交通費

1,020,000

5,000

通信費陰報総会案内)

振込手数料

事務用品費

会議費

1,180,000

総会費

総会費補助

慶弔費

F晰」費 (会報、総会案内罰

主催行事費

100,000

，
０

一

，
０

一

，
０

４〇

一
６３

一
１謝 ネL

管理費 80,000

記念品代 160,000

奨学金貸 し付け 493,760

奨学基金 9,300,000

0029(

合    計 13670050

支出の部

科    目 予  算 決  算

事務費 1,450,000 1344086

交通費 5,000 0

通信費 1,200,000 1,296,404

216振込手数料 1,000

事務用品費 20,000 1762

会議費 60000 ７８

一
４〇

一
４９

７５

一
５９

一
６８

慶弔費 100000

E口昴」費 (会報、総会案内割

総会費 60000 62,500

総会費補助 20000 20,000

謝 ネL 10,000 2,700

管理費 100,000 71,255

記念品代 170000 177,691

雑  費 29470 0

主催行事費 100000 156070

奨学金貸出 493760 0

奨学金基金 9500000 0

今年度支出合.tO 13,719,230 3,636,360

10348050次年度繰越金額②

支出合計 (① +② ) 13984410

収入の部

繰越金 10,348,050

会  費 2,560,000

預金利息

総会会費

主催者行事費 670,000

奨学金返済 0

合   言| 13.670,050

昨年皆様に呼びかけさせていただいた協力金が次のように集まりましたこと、

厚く御礼申し上げます。金額:169,000円 (平成29年 2月末日現在 )

本年も引き続きお願い出来ましたら幸いです。

本同窓会は卒業時の同窓会終身会費で運営してまいりましたが、昨今の卒業

生減少に伴い運営が難しい状況が続いております。また少子化の影響もあり、

今後も減少傾向が続くことが予演1さ れます。同窓会活動を維持していくため、多

くの同窓生の皆様にご賛同をいただければ幸いです。

今回お送りした会報に同封されている払込用紙 (郵便局専用)によリーロ

1,000円から随時受け付けております。お振込の際はお名前と卒業回生数 (例

1975音26 音高 太郎)を記載してください。

また、右記の銀行日座からでも振込可能です。ATMにてお振込の際はお名前

の前に「キ)」 および卒業回生数 (例 1975)を入力してください。

「協力金として」と明記してください。ソロ。アンサンブルコンサートのチケットを

同時にお求めの場合はその旨も明記してください。

郵便振替口座

加入者名 国立音楽大学附属高等学校同窓会
口座 記号00130-3  日座番号 324176

三 井 住 友 銀 行 国立支店 普通 5011992

三菱東京UFJ銀行 国立支店 普通 1569272

協力合セtて

:・
Oo=。 。)。 。町1-1_1

i'そ 島太)T(''7'著 ■ι)
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冨 田 愛 佳 P/

夜のガスパールよリスカルボ/M.ラヴェル

曳 地 春 香 cJ 井 川 璃 理 ′ 石 田 真 由 P/

ヴァイオリン、クラリネット、ピアノのための組曲Op.157b/D.ミ ヨー

山 口 裕 子〃
シャコンヌニ短調/J.S.バツハ=F.ブゾーニ

黒 田 なるみ鞄 石 井 里 乃〃
《ジャン・コクトーに依る八つの詩》/国 伊玖磨

堀 江 明 子〃
B―A― C―Hの主題による幻想曲とフーガ/F.リスト

佐久間 未 帆■ 岡 本 知 也厚
デジタルバード組曲/吉松隆

小 林 瑞 花 鞄 加 畑 奈 美〃
オペラ《マノン》より“私が女王のように街を歩けば"/J.マ スネ

瑾角晶愛
し
涅 2。07音5oピアノ

国立音楽大学附属高等学校を経て、国立音楽大学演奏学科(ピアノ)卒業。同大学

夕‖塑氣夕雅鯰鉤黎 靱詞
翼毀諄聯Nよ凛繁鋼つあZあ5剛 子黎 。
ピアノを、坂野伊都子、梅本実、花岡千春の各氏に師事。

ひきち はるか

曳 地 春 香 (2014音 65)ク ラリネット
9歳よリクラリネットを始める。国立音楽大学附属中学校卒業、同高等学校卒業、現

在昭和音楽大学3年、器楽学科、弦管打楽器コースに在籍。クラリネットを堀川豊彦

氏に、室内楽を堀川豊彦氏、黒田 隆氏に師事。

いかわ りり

井 川 璃 理 2o14音6動 ヴアイオリン

襲 下 晉郵 婚 揮 窯 勝 亨粉 刃響諏 群 鷺 可 聟 雰 務

リンを橋本千稲、小林倫子、永峰高志の各氏に、室内楽を青木高志、漆原啓子の各

氏に師事。

いしだ まゆ

石 田 真 由 (2014音6Dピアノ

靱 紫懸馨曇i蝠 翌霧売撃聾 塁露蟄郡
アノを吉田晃代、矢野裕子、進藤桃子、進藤郁子の各氏に師事。

やまぐち ゆうこ

山 □ 裕 子 (2003音5oピ アノ

国立音楽大学附属小、中、高校を経て同大学を首席で卒業。武岡賞受賞。東京芸術
大学大学院音楽研究科修士課程修了。修了演奏優秀者に選出。在学中ドイツ政府

蝙 緊 董菫舅 鎖 群漢 重 籐
=5場

Fi醤縫 戴 期 ロワ
カデミー及びミラベル宮殿コンサートに出演。彩の国埼玉コンクール金賞。ドイツ、
スタインウエイハウスコンクール第1位。他優勝多数。これまでに吉田みどり、米持
隆之、近藤伸子、多美智子、GFシェンク、迫昭嘉の各氏に師事。

くろだ なるみ
黒田 なるみ (1997音48)ソ プラノ

国立音楽大学卒業、同大学院修了。ドイツ国立カールスルーエ音楽大学大学院を

最優秀で修了。バーデン・ヴュルテンベルク州芸術財団より芸術基金を授かる。オラ
ンダに招かれ、ワッセナー宮殿にて初リサイタル。2013年「日本演奏連盟/増山美

磐子裔 言ξ5ヮ顧砲発脱卍渕夕閾織蟄酷書羽誕9詭
当する等ドイツ語舞台発音法指導にも携わつている。文化庁新進芸術家海外研修

員。日本演奏連盟会員。慶應義塾女子高等学校非常勤講師。

石 丼 里 乃 (1997音48)ピアノ

幼稚園から大学まで国立音楽大学で学ぶ。同大学院オペラ科ピアニストを経て文

☆「ラ盪鰊酷ヾ憑曇ξ羊魃柔鉤 又饒幹螺[
アニストとしてドイツ国家演奏家資格を審査員満場一致の最優秀で取得。オペラの

分野ではバーデン州立歌劇場に出演の他、カールスルーエ音大附属オペラ研修所

に務める。日本声楽家協会ピアニスト、桐朋学園大学大学院嘱託演奏員。

ほりえ あきこ

堀 江 明 子 2002音5助 ピアノ

国立音楽大学附属中・高等学校を経て、同大学卒業、及び同大学院を首席で修了、
クロイツァー賞受賞。卒業演奏会、大学院新人演奏会などに出演。在学中、国内外

I鼈罰雰摯琴し蒲喬灘曇高ζ前1霧珈 )卜(国

抒騨魏霧下尤鑽緊蟄 翻 合言
師事。慶應義塾湘南藤沢中・高等部講師。
さくま  みほ

佐久間 未 帆 9o12音 63)フ ル ト

国立音楽大学附属高等学校を経て同大学を首席で卒業。在学中、学内オーケスト
ラと共演。第86回読売新人演奏会等多数出演。同大学院入学後G・マシヤエキ=ベ
ア氏の薦めにより渡壊、ヨゼフ・ハイドン音楽院に留学中。2016年第4回アジア・フ
ルートコンクール神戸日本人最高位。同年ウィーン夏期国際請習会内コンクーノИこ

薬鼈 羹暑言醇 誓翼曇hだお熙 巫 瑾 誅
子、斎藤和志、菅井春恵、野原千代の各氏に師事。

おかもと ともや

岡 本 知 也 (2003音 541ピアノ

国立音楽大学附属高等学校を経て同大学を卒業、同大学院修士課程を修了。ノやリ

地方音楽院にてディプロムを取得し卒業。第19回 かながわ音楽コンクールユース

ピアノ部門にて特選、第14回ブレストピアノ国際コンクール2009(フ ランス)では

審査員満場一致の一等メダルを獲得する。第34回霧島国際音楽祭賞を受賞。アン

サンブルの分野では、第21回友愛ドイツ歌曲 (リ ート)コンクー川こおいて優秀共

演者賞を受賞、第3回秋吉台音楽コンクール室内楽部門第3位に入賞。永田純子、

平澤一博、安藤丘、三木香代、イヴ・アンリ、練木繁夫の各氏に師事。

こばやしみずか

小 林 瑞 花 2011音6カ ソプラノ

EI層言扮   筍 判 号暑

シックをより身近に感じてもらうためのWebメディア『COSM∪ SICA』 のライター

として活動中。

かばた なみ

加 畑 奈 美 (2011音 6カ ピアノ

国立音楽大学附属中学校を経て、同高等学校首席卒業。同大学演奏学科鍵盤楽

襲筆観予璧邦釉翻≠蜀参腎調 犠響酬聯痰
学生。モーツアルテウム夏期国際音楽アカデミーに参力□。国立音楽大学オーケスト

ラ定期演奏会、卒業演奏会、ヤマハ音楽大学フェステイバル等出演。ソレイユ音楽コ

ンクール入選、ベーテン音楽コンクール全国大会入賞。ダン・タイ・ソン、Mベロフ、

Aケフェレック、若林顕の各氏、他多数の特別レッスンを受講。古賀雅子、遠藤志葉、

江澤聖子、花岡千春の各氏に師事。
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2016年 7月 31日 に音高同窓会の主催する「ピアノおさらい会」が行われました |

コンクール前や発表会前に人前で弾く機会を求める方、気軽にご参力0く ださる方、

教員の講評 (が貰える会でした)を 目的とする方、音高でピアノを弾きたいという

方、演奏を機会に知人で集まり、音楽や思い出を語らう方など様々な方々にご参力0

いただきました。意義深くも、音高らしい温かな時間でした。

ご参加いただいた方々、お手伝いいただいた方々に厚く感謝したいと思います。

響ぐ響砲ξぐ彗亀響魔響ぐ響礁響罐響亀蛾亀蛾ξξ礁響ぐξ砲感礁賊ぐ彗亀響ぐ彗砲響《響礁ξ亀響導ぶ亀彗擦響礁響亀畿繊賊亀

ご回答 いただいたアンケー トからご意見とご感想をビックアップさせていただきます。

・コンクール本選前のリハーサルとしてベス トな時期の開催で

した。音高の先生方の講評もいただけてとても良かったです。

スタッフの方も親切で、スタンプカー ドや五線紙ノー トのお

みやげもいただけてまたぜひ次回も出演したくなりました。

有難うございました。
・丁寧な講評で嬉しかったです。
・スタインウェイを弾けて楽しかつたです。

響ξ響礁響ぐξ亀戚亀蛾ぐ響亀響奪響亀響竃瞥ξ響砲響ぐ響穐警砲瞥《蛾亀警棲醸砲彗ξ響砲戚亀響ぐ融奪警ぐ蛾礁感亀響導醸亀瞥ぐ響砲ξttξ 《響亀響《響亀響亀瞥《響砲響《

・母が出身校ということで聴きに来させてい

ただきました。素敵な演奏を聴き和やかな

気分になりました。アットホームな学校の

雰囲気も伝わりました。

・予定の時間数に達し次第、申し込みを締め切らせてい

ただきます。

・同窓生自身のご参tllも可能です。
・おさらい会は同窓生およびその関係者へ公開で行います。
・参加者には音高ピアノ教員による講評をお渡しします。

ご不明な点がございましたら、同窓会事務局までお問い

合わせください。

輻 麒麒蝙黎颯鶉 蛾慇鼈彪

昨年大好評となつた「ピアノおさらい会」を同窓生に師事されている生徒さんを対象に今年も開催いたします。生徒さ

んをお持ちの同窓生の方で、コンクールや発表会の前に人前で弾かせる機会が欲 しい、音高のスタジオで演奏してみた

い、演奏に対 して音高教員のア ドバイスが欲しいという方は、是非この機会をご利用下さい。

○ 日 時  7月 23日 (日 ) 10時～18時

○ 場 所  音高内 3号館 3階 Aスタジオ

(ス タインウェイフルコンサー トグランド使用)

○ 会 費  演奏時間により異なります

・ピアノソロ・連弾
5分まで  4,000円
10分 まで  6,000円
15分 まで  8,000円

。2台 ピアノ 10分 まで 1組 10,000円

※音幼・音小・音中・音高に通われている生徒さんは各1,000円割引いたします。

○対 象  ① 同窓生の師弟
② 国立音楽大学附属幼稚園。ノ

Jヽ学校。中学高等学校に在籍する生徒

申込書はFAXま たは郵送にて受け付けます。ご指導さ

れている同窓生の方より、所定の用紙にてお申し込み

ください。

(申込用紙はホームベージよリダウンロー ドいただくか、

事務局まで郵送をお申し出ください)

同窓会ホームページ http://www.kunttachionkou.org/

国立音楽大学附属高等学校同窓会事務局

丁EL/FA× 042-572-8014(月・水・金 11:00-17:00)

E― mail:onkou― d@amber.plala.or.ip

蝙饒卜笏顆隧酪鮨颯鰈ざり眩隆贔プか



国立音楽大学附属 高等学校同窓会

♂ 今ヽ♂ 今ヽ ♂ヽ 今♂ 今ヽ♂ 今ヽ ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ ♂ヽ 今♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ ♂ヽ

同窓会では、附属高等学校 3年生で卒業時成績優秀者に対 して、

教職員の推薦があった場合、表彰を行っています。

|

平成27年度

音楽科 石本 真珠さん (2016音 6の

普通科 竹内友莉菜さん (2016普51)

徐 に々拡がつています。
また、「夏の甲子園」として親しまれて

いる全国高等学校野球選手権大会の西

嚢蒙夕朝象増舞星に解爾鑓躙
移Fん先ξF莞轟(へ]af進し:託蒐T學崎|■ |1壌 11■ |‐ ■|

オーディションで選ばれて大役を担った窪田さんの透明感溢れる

歌声は、初夏の青空が広がる球場全体に響き渡り、爽やかな感

動を呼びました。

12月 には駅施設と本校と共同で「あずさ50th Anniversav
スペシャルライブ」を企画。JR国立駅構
内で本校生徒が「A列車で行こう」「あず
さ2号」など鉄道にまつわる曲を演奏し、
駅を利用する人たちや地元の皆様から盛
んな拍手をいただきました。

ながら多くの生徒が頭を悩ませました。何

事にも積極的に取り組む2年生は、これか

らもそれぞれの進路実現に向けて力強く

前進してくれることと思います。3年生は、

この3年 間各自の希望する進路をめざし

て精一杯努力を続けてきました。自分の志

望する大学に合格した生徒、これからの受

験、発表を待つ生徒などそれぞれです。本

校で学んだことを基礎に、さらなる目標に

向けて今後も進んでもらいたいと思つてい

ます。

来年度から、普通科は特別進学コース

と総合進学コースの2コース制となります。

入学定員も増 え、学 習アドバイザー

(PlusT)による特別授業も本格的にス

タートするなど新たな時代を迎えます。学

校案内や説明会でもご案内いたしますが、普通科に関する問い

合わせや進学の相談がありましたら、気軽にご連絡ください。

★主な合格大学 (2月 20日現在 )

慶應義塾、成険、成城、亜細亜、東京経済、帝京、文京、東京純心、

白梅、フェリス、東京工科、横浜薬科、東京医療保健、国立音楽

ての作文」募集に参加し、嶋津玲く
んが「東京納税貯蓄組合総連合会

会長賞」、田村孝陽くんが「立川都

税事務所長賞」をそれぞれ受賞し

ました。

東京都統 計 グ ラ フコンター

llk,苺 中学2年生普通コースが統

計グラフコンクールに出品し、中2の長谷川陽平くんが中学生の

部で佳作を受賞しました。

第34画全国書画展覧飾 。中学 1年生が書写の授業での

作品を「第84回全国書画展覧会」に出品し、亀田好美さんが

金賞、杉原由梨奈さんと橋本茉奈さんが銀賞を受賞しましたO

KUNIO漏 講座・・平成25年度より音中入試対応の「音中
コース」を行っております。音中への受験をお考えの方は、入会を
おすすめします。詳細はホームページをご覧ください。

音楽科 1年生、上畠由梨乃さん(ピアノ伴奏岡本

知也さん)が全日本学生音楽コンクールフルート

部門全国大会において、第3位に入賞されました。

さらなる飛躍を期待しています !

広がる各方面との交流の輸
2008年以来近隣の病院や福祉施設を訪問して毎年行つてい

る「出張コンサート」や、地域の方 を々音高に招待して無料で演
奏をお聴きいただく「地域謝恩コンサート」のほか、「商協花まつ

り」や大学通リイルミネーション点灯式での演奏もさらに歴史を重

ねて恒例となり、地域の方 に々楽しみにしていただいています。近

年は「雪の華コンサート(中商店会主催 )」 、「街かどコンサート

(旭商店会主催 )」 など|こ も生徒の出演を依頼され、交流の輪は

|

今年度も昨年同様60名 を超える1年生が入学し、現在3学年

合わせて169名の生徒がいます。少しずつではありますが毎年

生徒数が増加している状況です。普通科
では、一人ひとりを大切にする良質の少人

数教育を目指し、細やかな学習指導による

学力の向上に日々 努力しています。年度末
を迎えた各学年の現状を報告いたします。

1年生は、今年度から新カリキュラムが

スタートしました。一般大学をめざす生徒
にはより受験科目に力を入れた学習を、内

部進学を含め音楽関係をめざす生徒には

音楽科と合同のソルフェージュ授業を展

開するなど、選択肢が多様化しました。1年次は毎日7時間授業

で多くの必修科目を学んでおり、沢山の教材を詰め込んだ重い

リュックを背中に、4階への階段を駆け上がっています。2年生は、

春の体育祭に始まり、芸術祭、スポーツ大会、音楽祭、そして高

校生活最大のイベントである修学旅行と、充実した一年を過ごし

ました。来年度の選択科目履修では、自分がやりたいことを探し

ミュージックステーション '。 音中合唱部が10月 14日 に放

送された「ミュージックステーション(テレビ朝日)」 にmiwaさんと

ともに出演し、「結―ゆい―」を演奏しました。rlliwaさ んにもSony
Musicのみなさんにも大変好評でした。

全力DANC匿 ス トーリー・・中1～ 3の男子有志が12月 27日

に放送された「金力lDANCEス トーリー (テレビ東京 )」 に出演し

ました。僅か一週間で仕上げたダンスでしたが、生徒たちの努力

にスタッフも先生方も感動していました。

第 8国中学生 陳 京駅伝J大会・・中2の大石啓莉さんが国
立市代表として参加しました。国立市の女子チームはこれまでの

市の最高記録を大きく更新し「特別賞」を受賞しました。

税につしヽての作文・・中学3年生が社会の授業で「税につい

-6-
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短、信

: 私は85歳 になりますが、今になって教会で

|ピアノで奏楽をするようになり、教会の皆様

|に喜んで頂き、ピアノをやっていて本当によ
1かったと思い、感謝の気持ちでいっぱいです。

畑季ヂ子(4950音 1)

国立音楽学校と聞きますと遠い昔の青春をなつかしく思い出します。

音校を卒業の時…1950年3月 21日 に、井上貞一先生より「世界音楽全

集」をいただいたことをいつまでも忘れません。 中元清純 (1950音 1)

今夏150名程 (女生徒が多く)のウインドオーケストラを楽しみ、聴き

に卒業以来62年ぶりに御校に足を運び、広い校庭美しい校舎でして立

派なパイプオルガン、音響の良いホールにびっくりしました。60年前の

国立の冬は寒く、夏はくそ暑い講堂など懐かしく想いました。

小林順(1954音5)

若き日の我が姿鮮明にして、齢を重ねじ今の姿ばんやりと認めぬ。

渡邊恒子 (1956音7)

平成28年 9月 23日 に久しぶりに音12回生同期会を致しました。74才

(三年後には喜寿)、 参加者も15名でした。   中館宏昭(1961音 12)

元気にしております。音高の方とは今でも仲良くして頂いています。

とても温かいのんびりした校風が好きでした。色々なジャンルの歌を楽

早いもので卒業してあと数年で半世紀になります。幼き子供達と共

に歩んで35年、未だに毎日子供達の笑顔と若い先生方に囲まれ精神だ

けは若く居られます。身体の続く限り続けていきたいと思っています。

孫のような子供達と毎日一緒に過ごせることに幸せを感じております。

朝比奈久美子 (1970普5)

58才の時(子供5人の教育終了を待ち)専門学校へ入学、60才で栄養

士となり現在は職員給食を作っております。来年3月 の管理栄養士試験

に向けて受験勉強に励んでいます。管理栄養士となって早く患者さま
への栄養指導ができることが今のテーマです。一曲を仕上げていく時

のアプローチはどんな仕事にも活かしていけると感謝します。

太田容子(1972音23)

現在音楽とは関係ない登山ガイドの仕事をしています。国内海外両

方へ行っていますので、山に興味のある方は一緒に山へ行きましょう!

倉持恵美子(1973普8)

こんな時代なのでブログを書いては楽しく楽しんでいます。美味しい

もの、観劇、スポーッ観戦、絵画鑑賞、コンサート、ディズニーランドなど

の進化に時の流れを感じました。 北大路範子 (1976音27)

八藤先生も先に召され、余計に高校の頃の幸せを想い、時々泣けま

す。手根管症候群の病にて字もろくに書けず…ピアノも勿論鳴らせま

せんが音高時代の青春の思い出は支えです。恩返しもできぬ卒業生で

すいません。 山下世理子 (1980音31)

細かい楽譜はメガネなしでは読めなくなってきた今日この頃ですが、

教え子が現在2名音高で青春時代を送っています。はるか昔(?)自 分

の高校時代が甦ってきて、芸術祭や修学旅行など楽しかったなぁと思

い出しています。 豊田ゆみ(1981普 16)

子供も独立する年齢になり、自分の関わった世界に近いところで成

長する不思議を感じています。 柳丼育恵(1982音33)

2015年に女声合唱団を立ち上げて、楽しく練習しています。家庭・

仕事・共に以前より少し余裕が生まれ、昨年今年と大学の夏期講習に

も参加し、ちょっぴり新鮮な気持ちです。   宍戸真由美 (1982普 17)

県央福祉会ら、きのとう舎という所で15年間働いていて、音楽療法士

を目指して頑張っています。 鈴木弘美(1986普21)

しんでいます。 福丼成子 (1964音 15)

高校を卒業して40年も経ってしまいました。今でも高校の友達と時々

お会いして高校時代のことを思い出しながらおしゃべりしています。こ

れからもよろしくお願いいたします。 植村洋子 (1967普2)

卒回数20Cですが、当時ご指導頂いた先生方お元気でいらっしゃい

ますでしょうか。当時を想い出すと懐かしさのあまり胸が熱くなります。

唐崎由起子 (1969音20)

数年前懐かしい国立市でクラス会を催しました。又、いつの日か国立

います。音高に行って良かった… ! 今満まどか(1991音42)

の街を訪ねてみたいと思います。 高山美知子 (1969普4)

保健師として自治体の保健所で働いて15年目です。音楽から離れて

いましたが、小学生の子供が習い始めて一緒に練習するようになりまし

た。                   渡邊葉子 (1991普26)

現在、都内公立小学校にて音楽専科として勤務しております。音高

で学んだことを現場の子供達のために活かしております。

宮川裕子 (2001音52)

2016年3月 に国立音楽大学大学院より博士号 (音楽学)を取得し、同

年4月 に同大学音楽学研究所の助手に就任しました。また、同月には日

本科学協会より「笹川科学研究奨励賞」を受賞したほか、同年12月 に同

大学で開催される日本民俗音楽学会第30回大会では実行委員を務め

ました。 川崎瑞穂 (2007音58)

現在、公立中学校の特別支援学級で働いています。音楽の授業では

ピアノを弾くこともあり、生徒達の関わりの中から色々なことに気づか

されることも多いです。春より資格取得に向けて勉強中です。

桝永詩織 (2009音60)

2016年 7月 にアメリカで行われたThe Great Plains国 際マリンバコ

ンクールで第一位を受賞致しました。 藤澤仁奈(2011音62)

のことを毎日書いていますよ !! 久保田仁子(1976普11)  この他にも紹介しきれない沢山の短信を毎度お寄せいただいており

夏に「ダルクローズ 。フェスティバル」というリトミック講習会で講師 ます。いつもありがとうございます。 (同窓会事務局)

として母校を訪れました。又、国立音大夏季講習会でもワークショップ

講師としての仕事をいただき国立にとても縁のあった一年でした。母校

結婚後アートクレイシルバー(銀粘土)のインストラクター資格をと

り、自宅や本部教室にてシルバーアクセサリーを作る講師をしておりま

す。11月 から豊島区の依頼でセミナー(教室)を開いたり、教室の作品

展やコンテスト等への出品と、充実した日々を送っております。

倉田真紀 (1986普21)

最近、音中音高の同級生と会う機会が増えました。みんなそれぞれ活

躍して立場は違うけれど学生の時の全ての経験が今を作り、息づいて

現在、同窓会報はホームページ上でも閲覧できるようになって

おります。本同窓会の運営資金も減少傾向にあり、また社会的に

もエコ運動が叫ばれるなかにおいて、紙媒体での郵送を今後削

減したいと考えております。つきましては郵送の有無を、総会案内
ハガキにて伺っております。

ご協力いただき、この2年間で約 1000通の発送削減に繋がり

ました。ご協力いただいている皆様に厚く御礼申し上げます。改

めて郵送をご希望の場合は、ご遠慮なくお申し付けください。

ご回答を頂戴していない方々には今後も郵送の有無を伺って参

りますが、事務局では更なる削減に向けて模索・検討を進めて参

ります。
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住所変更などがございましたら、下記までご連絡くださいますよう

お願いいたします。

E―mail:onlcou― d@ambc■plala.o巧p

HP:http://―.kunitachionkou.org/

TEL・ FAX 042-572-8014(事務局直通)

事務取扱時間は原則として月曜日・水曜日11:00～ l Z00

(夏休み等、学校の長期休暇中を除く)
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【以下の演奏会を後援いたしました】
★コーラス・インフィニ☆ソロ・アンサンブルコンサートAiolos vol.2 ★リ

サイタルシリーズTOKY049清水勇磨バリトンリサイタル(清水 勇磨・藤

り‖志保)★PianO JOint COncert～ 曹が花開くとき～
(4ヽ林 麗)

★Letter flom M第 一集(白井 美帆・齊藤 歩)★五味 ひとみ。新明

知美～Piano Ensemble～  ★菊地 麻利絵×林 理紗ジョイントリサイタ

ル～サックスとフルートの奏でるバロックから現代～ ★第22回 アンサン

ブルトライアウトコンサート 国立音楽大学附属高等学校オーケストラ

☆フェルッチョ・ブゾーニ生誕150周年記念レクチャーコンサート(井村 理

子・畑野 4ヽ百合・他)☆コーラス・インフィニ☆公演―Pleades vol.4(湯

田佳寿美。他)★国立音楽大学附属高等学校 普通科 吹奏楽部 第6

回定期演奏会 ☆K Reunion Classic Concert Vol.2(五十嵐 恵

子・橋本 美香・瀬川 千穂・高崎 繭子・長竹 規江)☆府中シテイ・ミュー

ジック・ソサエティ5周年記念公演 オペラ椿姫 (中村 春美・秋山 尚子・

他)★ Spring Concert(内 川 裕子・上田彩子・野原 千代・正清 広美・

忍田純子・丸山朋子)★スプリングコンサート(坂本 いづる。高島菜穂

子・磯田 智子・須川 明子)★ウイーンからの小さな贈り物(林 理紗)

★前田 英樹ピアノリサイタル“偉大な作曲家の世界をたどるVol.Ⅱ "

★ソロイスツ・コンサートシリーズ 39(若 崎 宏・出久根 美由樹・上條 浩

史・佐藤 恵美・進藤 〃

`子

)★深沙の杜に木霊する風韻と水音 第難章

(金子 弘美)☆瀬り|1裕美子 ピアノリサイタルvol.5 ★2016年熊本地

震チャリティコンサートJ.Brahms Abend Tenor神林紘一&Resonanz―

Kapelle(神 林 紘一・五十嵐 稔)★セルゲイ ボロトニー 佐久間 敬子

デュオコンサート ★熊本。大分地震復興支援チャリティーコンサート(岡

部 陽子・草野 政員・佐藤 友里子・菅 祥久・鈴木 トヨミ・竹内 晴夫・服部

典枝・藤本 保江・梶原 まり子・関 芳恵・夏目路代・森 貴子)☆男弾団

(安藤 丘・二瓶 充・小宮 康裕・菊池 大成)★トリオ・カルディア クラシッ

クコンサート(星野 沙織・日野 真奈美・高橋 亜侑美)☆加藤 未奈・木

村 早紀 ピアノジョイントコンサートvol.4 ☆Letter iom M第二集(白

井 美帆・齊藤 歩・齋藤 彰希)☆ヴイオラの巨匠ライナー・モークを迎え

て 弦楽クインテット(西村 友里亜)☆第7回 協奏曲と合唱の調べ
(4ヽ

宮 康裕)☆TloS y Dlos 3本 のフルートとピアノのためのコンサート

第6回 (日賀野 玲子・渡辺 香)★女声合唱 アイスフォーゲル第3回 演

奏会(山田 晴代・他)★西野 智也・林 翔子 デュオコンサート～連弾芸

術への誘い～ ★谷川 留美ピアノリサイタル ☆日本ベルギー友好150

周年記念演奏会(守田 絢子)★C・lllelTa Petlll∝ i Concei■l Japall

(齋藤 亜都沙)★手塚里巳&柏田円デュオリサイタル ☆齋藤亜都沙
×伊藤員祐子×池田真子おしやべリコンサート ★FREUND―
SCHハFTSSPIEII小川由美&赤松美華ウ ノデュオリサイタルh Toけo

★ボザ生誕111年記念コンサート!(宮沢 愛実)☆ジョイントコンサート

(清水 麻美・安保 美希。中村 そのみ)☆「鵜崎庚一のソルフェージュ」

と「名曲」コンサート(坂本 いづる。高島 菜穂子・磯田 智子・須川 明子・

山田真澄)★ソロイスツ・コンサートシリーズ40(枝並 雅子・羽根田宏

子・鹿内 芳仁・和田 茂士・神林 紘―・久保田 巧・白井 篤・4ヽ林 倫子・大

友 太郎・渡辺 睦樹・安藤 丘・伊勢 淑子・出久根 美由樹・星野 安彦。日

下 知奈・内川 裕子・石黒 典子)☆オペレッタ「こうもり」(大野 光彦・

他)★くにたちサロンコンサートin表参道シリーズ√ol.22大河原梨奈・

堀江明子～連弾のタベ～ ★河野 俊也 ピアノリサイタル ★リトアニア

杉原記念館のためのコーラス・インフィニ☆クリスマスチャリテイーコン

サート2016(田原 阿佑美・他)★五十嵐 稔 ピアノリサイタル ★井

上 美樹 クリスマスコンサート(井上 美樹・石井 里乃・中川 朋)★ファン

タジーの音楽帳(石黒 唯久・斉藤 亮平・櫻田 はるか。堀江 明子)★デュ

エ・イスクーストヴァPiano Duo Concert林 翔子 ★第23回アンサン

ブルトライアウトコンサート国立音楽大学附属高等学校オーケストラ

【今後、後援予定の演奏会】詳細はホームページをご覧ください。
☆Musu Sakuros―私たちの桜―リトアニア・杉原記念館修繕のためのチャ

リティージヨイントコンサートコーラス・インフィニ☆(音55～66回生、普
43～ 51回生)【 3月 18日 (土)18:45開演所沢市民文化センターミュー

ズキューブホール】湯田佳寿美(2006音57)荒木泰俊(特別会員)菊

池大成(特別会員)神林紘一(1998音 49)他

☆若崎宏ピアノリサイタル(ベートーヴェンク ノソナタ全曲演奏会Vol.7)

【3月 19日 (日 )14:00開演王子ホール】
☆ふたつのピアノニ重奏曲【3月 20日 (月・祝)スタジオヴイルトゥオージ】小

林 麗 (2009音60)

☆国立音楽大学附属高等学校合唱部第22回定期演奏会【3月 21日 (火 )

国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟小ホール】神
林 紘―(1998音 49)

☆ウィンクルム第1回演奏会【3月 24日 (金)仙川フィックスホールl小林麗
(2009音60)

☆中島 彩也香(2006音57)ピアノデュオリサイタルニ台ピアノ作品を集

めて～花岡千春と共に～【3月 25日 (土)14:00開演王子ホール】
☆萌×千香～春のコンサート“音色(おと)の香り"～ 【4月 13日 (木)やなか

音楽ホール】芹澤萌(2002音53)佐藤千香(2002音53)

☆Letter from M第 二集【5月 14日 (日 )14:00開演 スペースDol白井
美帆(2002音 53)齊藤歩(2002音 53)齋藤彰希(2002音 53)

☆ソロイスツコンサートシリーズ 41【 6月 2日 (金)19:00開演三鷹市芸術
文化センター風のホール】五十嵐稔(1985音 36)神林 紘一(1998音
49)菊地珠里(1996音 47)津島啓一(特別会員)悪原至(特別会員)

小林倫子(特別会員)宮澤等(特別会員)

☆芦田くみ(1984音 35)ピアノリサイタル【6月4日 (日 )王子ホール】
☆齋藤華香。上畠由梨乃 Duo Recital【 6月 30日 (金)19:00開 演アー

ティストサロンDolce東京】【7月 2日 (日 )14:00開 演 Dレチェアートホー

ルNagoya】 岡本知也(2003音 54)

☆赤松美紀 (2008音 59)ピアノリサイタル【7月 15日 (上)14:00開演雑
司谷音楽堂】

☆男弾団【8月 10日 (木)19:00開演 国分寺市立いずみホール】安藤 丘

(1983音 34)三瓶 充(1983音 34)/1ヽ宮 康裕(1985音 36)菊池 大成

(特別会員)

☆Letter iom M第 四集【9月 10日 (日 )14:00開演 スペースDo】 白井
美帆(2002音 53)齊藤歩(2002音 53),青水新(2001音 52)

☆≪Autumn Atternoon Concert》 ドイツの調べ、日本の調べ【11月
25日 (土)14:00開演光が丘美術館】林翔子(2004音 55)

☆ソロイスツコンサートシリーズ 42【 12月 1日 (金)19:00開演 三鷹市芸
術文化センター風のホール】

☆菅井春恵フルートリサイタル【12月 22日 (金)JTアートホール アフィニ

ス】五十嵐稔(1985音 36)
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