
令和３年度文化芸術による子供育成総合事業－巡回公演事業－ 

ワークショップ実施計画書 

制作団体名 公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団 

公演団体名 仙台フィルハーモニー管弦楽団 

 

内容 

・自己紹介～オーケストラで使わる楽器の紹介 

オーケストラは、弦楽器・木管楽器・金管楽器・打楽器の４つのグループに分けることができま

す。 

[弦 楽 器] 

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス 

[木管楽器] 

フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット 

[金管楽器] 

ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバ 

[打 楽 器] 

スネアドラム、バスドラム、ティンパニ、鍵盤打楽器等 

 

・質疑応答 

児童・生徒の皆さんをはじめ、先生からもオーケストラや、楽器について、また演奏者自身

（音楽家として）のことについて質問・疑問をお受けします。 

 

・ミニ・コンサート 

ピアノ＋管楽器または弦楽器などのソロ作品をはじめ、複数楽器が組み合わさったアンサンブ

ルの作品など、様々な形態の作品を演奏します。（下記は予定です） 

 ①チェロ独奏 

 ②クラリネット独奏 

 ③サクソフォン独奏 

 ④アンサンブル 

 ⑤アンサンブル 

 

タイムスケジュール（標準） 

学校の時間割の１時間分を予定しています（小学校は４５分、中学校は５０分）。 

▼例）小学校で、午前１１時からワークショップ開始の場合 

９時３０分 会場入り 

１１時００分 ワークショップ開始 

１１時４５分 ワークショップ終了 

※基本的にワークショップ開始の９０分前に会場入りをします。 

 

派遣者数 

弦楽器奏者、管楽器奏者、サクソフォニスト、ピアニスト、スタッフ２＝合計６名を予定 

 



学校における事前指導 

授業時数確保等の事情で本公演に向けたワークショップが開催できない場合、本公演でも児童・生徒

の皆さんに楽器の仕組みや音色については、司会者が適宜フォローしますので、ご安心ください。ま

た、本公演に向け少しでも興味を持ってもらうべく、仙台フィルオリジナル楽器紹介パンフレットを

事前に送付します。 



令和３年度文化芸術による子供育成総合事業－巡回公演事業－  

本公演実施計画書 

制作団体名 公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団 

公演団体名 仙台フィルハーモニー管弦楽団 

 

演目 

公演パターンＡ（９０分プロ） 

①J.ウィリアムズ：「スターウォーズ」メイン・タイトル 

②【楽器紹介】～スーザ：行進曲「星条旗よ永遠なれ」 

③【指揮体験】「君も先生もマエストロ！」（ビゼー：歌劇「カルメン」より） 

《休憩１５分》 

④モンティ：チャールダシュ 

⑤モリネッリ：ニューヨークからの４つの絵より IV.ブロードウェイ・ナイト 

⑥【合唱共演】「オーケストラと一緒に歌おう」Ａビリーブ、Ｂ翼をください、Ｃ明日という日が、Ｄ花は咲くより１曲選択 

⑦J.シュトラウス：ワルツ「美しく青きドナウ」 

⑧（アンコール）開催校校歌 

【終演後】指揮者・ソリストとの交流会 

 

派遣者数 

・弦楽器奏者：２６名（1stVn=8、2ndVn=6、Vla=4、Vc=4、Cb=3、Hp=1） 

・管楽器奏者：２０名（Fl=3、Ob=2、Cl=2、Fg=2、Hr=4、Tp=3、Trb=3、Tub=1） 

・打楽器奏者： ４名（Timp=1、Per.3） 

・指 揮 者： １名 

・ソ リ ス ト： １名 

・司 会 者： １名 

・ス タ ッ フ： ６名（企画制作、ライブラリアン、ステージスタッフ）       

合計：５９名 

 

タイムスケジュール（標準／パターンＡの場合） 

１１時００分 スタッフ・トラック（４ｔｗ×２台）会場入り→以降、体育館設営 

１３時１５分 児童・生徒の皆さん会場入り 

１３時２５分 学校関係者ご挨拶（無しパターンも可） 

１３時３０分 開演 

１４時１０分 休憩（１５分間） 

１５時００分 終演～バラシ  着替えなど終了次第楽団員出発 

１６時００分 スタッフ・トラック退校 

※各クール最初の学校は、リハーサルを行うため９時に会場入りとなります。 

 

実施校への協力依頼人員 

バスやトラック等の車両の搬入および搬出に際し交通整理などの必要が場合は、数名のお手伝いをお願い

いたします。また本公演における搬入および搬出作業（楽器・備品）はすべて楽団スタッフで作業いたし

ます。体育館内のイスの準備・片づけは学校側でお願いいたします。 



演目解説 

①「スター・ウォーズ」組曲よりメイン・タイトル 

アメリカ生まれのジョン・ウィリアムズは「映画音楽の巨匠」として大変有名です。この曲は、弦楽

器・管楽器・打楽器すべてのパートが冒頭から演奏されます。１９７６年に映画「スター・ウォーズ」

シリーズ第１作として発表され、今や世代を超えて愛されている、彼の代表作とも言えるでしょう。 

 

②【楽器紹介】「オーケストラの楽器たち」 

弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器の４つのグループに分け音色や特徴についてご紹介します。 

 

③【指揮者体験】「君も先生もマエストロ！」 

指揮台に立って約６０名のオーケストラを指揮していただくコーナーです。児童・生徒の中から代表の

方２名に、指揮者を体験していただきます。また、学校の先生１名にもサプライズで登場していただき

ます。代表の方に指揮をしていただく前に、指揮の振り方や役割等をレクチャーしますので、会場全体

で学んでいただくことが出来ます。なお体験終了後に、指揮者のサイン入り指揮棒を学校にプレゼント

します。 

 

④チャールダシュ（サクソフォン独奏） 

サクソフォン界で最も権威のあるコンクール「アドルフサックス国際コンクール」で優勝した、サクソ

フォン奏者の齊藤健太をソリストに向かえ、世界一の音色を披露します。誰もが一度は聴いたことのあ

る名曲、モンティ「チャールダシュ」をサクソフォンの独奏により、時に激しく、時に甘く、オーケス

トラとサクソフォンのエキサイティングな演奏をお聴きいただきます。 

 

⑤ニューヨークからの４つの絵より IV.ブロードウェイ・ナイト（サクソフォン独奏） 

まるで映画音楽のような壮大な音楽にサクソフォンが溶け込む瞬間をお楽しみいただきます。ドラムセ

ットも入り、ノリノリでとても聴きやすい曲です。 

 

⑥【合唱共演】「オーケストラと一緒に歌おう！」 

プログラムでご提示したＡ～Ｄの中から、学校側で１曲お選びいただき、その曲をオーケストラの伴奏

で一緒に歌う企画です。 

 

⑦ワルツ「美しく青きドナウ」 

音楽の都オーストリアの第２の国歌とも呼ばれる美しい作品。ここでは、 ワルツ の中の「ウィンナーワ

ルツ」についても勉強していただくことができます。 

 

児童生徒の公演への参加方法、公演に参加させるための工夫 

③指揮者体験コーナー「君も先生もマエストロ」では、児童の皆さんに２名、そして学校の先生に１名、

指揮者を体験していただきます。当方で準備する指揮棒を使って、指揮者からレクチャーを受けた後、実

際にオーケストラを指揮していただきます。その指揮棒は楽団からプレゼント（学校へ寄付）いたします。 

⑥合唱共演「オーケストラと一緒に歌おう！」では、学校側で選択していただいた１曲をオーケストラ伴

奏で一緒に歌います。 

⑧アンコールとして、開催校校歌をフル・オーケストラ編成でアレンジして演奏します。児童・生徒の皆

さんにとって親しみのある市民歌や県民歌への変更することもあります。 

 

児童生徒とのふれあい 

本公演では、ワークショップで説明する弦楽器や管楽器についての発生方法や音色など基本的な内容を振

り返りながら進めていきます。オーケストラの演奏や指揮者体験コーナー、合唱などのオーケストラとの

共演を通して、音楽に対する興味関心、そして魅力を大いに感じていただけたら幸いです。 

 



制作団体名 団体ID

公演団体名 C29

都道府県

政令指定都市

2021/5/6 木 千葉県
秀明大学学校教師学部附属

秀明八千代中学校
同校体育館 11:00

2021/5/7 金 千葉県 大網白里市立大網東小学校 同校体育館 11:05

2021/5/10 月 茨城県 土浦市立土浦第二中学校 同校体育館 10:40

2021/5/11 火 茨城県 茨城県立結城特別支援学校 同校体育館 13:30

2021/5/12 水 千葉県 市原市立国分寺台西小学校 同校体育館 10:40

2021/5/24 月 千葉市 千葉市立磯辺小学校 同校体育館 13:30

2021/5/25 火 茨城県 阿見町立阿見第二小学校 同校体育館 10:30

2021/5/25 火 茨城県 阿見町立あさひ小学校 同校体育館 13:45

2021/5/26 水 東京都 青梅市立今井小学校 同校体育館 11:00

2021/5/27 木 東京都 小平市立小平第五小学校 同校体育館 10:45

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団

仙台フィルハーモニー管弦楽団

令和3年度文化芸術による子供育成総合事業－巡回公演事業－

ワークショップ日程

開始時間

実施計画書

実施月日 曜日 実施校 会場



制作団体名

公演団体名

都道府県

政令指定都市

2021/6/14 月 茨城県 阿見町立阿見第二小学校 同校体育館 13:30

2021/6/15 火 茨城県 土浦市立土浦第二中学校 クラフトシビックホール土浦 13:30

2021/6/16 水 千葉県
秀明大学学校教師学部附属

秀明八千代中学校
同校体育館 13:30

2021/6/17 木 千葉県 市原市立国分寺台西小学校 市原市市民会館 13:30

2021/6/18 金 千葉県 大網白里市立大網東小学校 同校体育館 13:30

2021/6/28 月 千葉市 千葉市立磯辺小学校 同校体育館 13:30

2021/6/29 火 茨城県 茨城県立結城特別支援学校 同校体育館 13:30

2021/6/30 水 茨城県 阿見町立あさひ小学校 同校体育館 13:30

2021/7/1 木 東京都 小平市立小平第五小学校 同校体育館 13:30

2021/10/22 金 東京都 青梅市立今井小学校 同校体育館 13:30

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団

仙台フィルハーモニー管弦楽団

本公演日程

開始時間実施月日 曜日 実施校 会場
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