
皆さん、こんにちは。オーケストラや歌手から出てくる音楽や響きはきっと皆さんをビックリさせたり、
気持ちよくさせたり、感動させてくれる不思議な音楽の神様が作った贈り物です。
オーケストラの楽器や演奏する奏者の動きも注目してコンサートを楽しんで下さい。
発見も沢山ありますよ。

今年は悲しい年になってしまいました。
学校に通えなかったり、お友達と以前のように遊べなかったり…
普通に生活できることがとても幸せなことだったのだと感じます。
これからも大変なことが起こるかもしれませんが、皆さんが文化や芸術に触れ
心豊かに成長されることを願います。今日、私達は魂を込めて音楽を奏でます。
生の演奏を肌で、心で感じていただけると嬉しいです。

音楽は演奏者と聞く人が同じ時間と空間をみんなで一緒に楽しむ芸術です。
さあ、僕達と一緒にこの時間を楽しみましょう！！
ぜひ、皆さんのお気に入りの一曲を見つけて下さいね。

文化芸術による子供育成総合事業
―巡回公演事業―

〈オーケストラ公演〉

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

文化芸術による子供育成総合事業―巡回公演事業―

　我が国の一流の文化芸術団体が、小学校・中学校等において公演し、子供

たちが優れた舞台芸術を鑑賞する機会を得ることにより、子供たちの発想力や

コミュニケーション能力の育成、将来の芸術家の育成や国民の芸術鑑賞能力の

向上につなげることを目的としています。

　事前のワークショップでは、子供たちに実演指導又は鑑賞指導を行います。

また、実演では、できるだけ子供たちにも参加してもらいます。
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１９７７年にユネスコの要請で設立された国際音楽評議会という会議で、翌年の１９７８年から毎年１０月１日を、世界の人々が音楽
を通じてお互いに仲良くなり交流を深めていくために「国際音楽の日」とすることとしました。
日本では、１９９４年から毎年１０月１日を「国際音楽の日」と定めています。

知ってますか？　～１０月１日は「国際音楽の日」です～
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大阪・高槻市出身。大阪音楽大学在学中より、高槻市音楽団などで指揮活動。1990年から７年間
ウィーンへ留学。98年キリル・コンドラシン国際指揮者コンクールでベスト８。99年、ウィーン楽友
協会ホールでのトーンキュンストラー交響楽団との演奏会で、ベートーヴェン交響曲「第九」を指
揮してウィーンデビュー。2000年より、小澤征爾音楽塾オペラプロジェクトⅠ、Ⅱ、Ⅲ、でアシスタント
及び合唱指揮を務める。06年、ウィーンとプラハでモーツァルト生誕250年「レクイエム・ガラ」特
別演奏会で絶賛を博した。09年、11年、15年、ベルリン、プラハ、ローマの「国境なき合唱団＆ベル
リン・シンフォニエッタ」チャリティー公演等で、ベートーヴェン「第九」を指揮。
　ダイナミックさと繊細さを併せ持つ横島の指揮は、聴く者を、音楽そのものが持つ深い感動へ
と導く。温厚な人柄と情熱的かつ的確な指示によって、奏者の力量を引き出し、やがて聴衆と渾然
一体化するその音楽は、多くの奏者・聴衆から熱い支持を得ている。
　08年松本市で、モーツァルトの交響曲全52曲を10年かけて演奏する「モーツァルト交響曲・全
曲演奏会」の芸術監督就任。さらに温泉地・宇奈月の「湯の街ふれあい音楽祭モーツァルト＠宇
奈月」の芸術監督にも就任し、さまざまなかたちで音楽を楽しむ新しい音楽祭を目指している。理
想は、ウィーンのように、地域全体が音楽を支え、楽しむ場となること。また、若手を含む音楽家の
自立および団結を目的とする組織を立ち上げ、活動を展開中。
http://k-yokoshima.wix.com/katsuto-takt-club
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大阪音楽大学卒業、卒業時に優秀賞を受賞。「蝶々夫人」「椿姫」「トスカ」「アドリアーナ・ルクヴ
ルール」「こうもり」など多数のオペラに主演。また第九や宗教曲、コンサートのソリストとしてオー
ケストラとの共演や司会者も務める。大阪音楽大学付属音楽院ジュニアコーラス「Toi Toi Toi」
講師、混声合唱団「コーラス悠遊」、「ボイス遊」、音楽サロン「クラブ遊」、西宮ガーデンズ「スタジ
オアコール」、ゴスペルグループ「MIX VOICES」指導者。現在、関西歌劇団団員、堺シティオペラ
会員、関西歌曲研究会会員、上方オペラ工房メンバー。

きたの         ともこ

うた               しかい 

子ども達への
メッセージ

子ども達への
メッセージ

 おんがっか       りょうしん    もと     そだ                                                     めざ                                                                      おおさかおんがくだいがく だいがく

いん              けんきゅうしつ   しゅうりょう                              かずおお                          こうえん                                    しゅつえん          かし           まじょ

                                                               こせいてき                                               おうじさま                        しゅやく          はばひろ

     えん      わ      ひょうか                            ねん                                                    ちょうちょうふじん                         えん          こうひょう     え          ていこく

げきじょう                                                                                     さくひん          しゅつえん    じしゅ   きかく                                  きかく    えんしゅつ

  てが                かんさい  かげきだん    りじ       かみがた               こうぼう                        おおさかおんがくだいがく こうし       へいせい       ねんど   おおさかぶたい

げいじゅつしんじんしょうじゅしょう へいせい     ねんど おおさかぶんかさいしょう しょうれいしょう およ    すいたし    ぶんか  こうろうしゃしょうじゅしょう

おんがく      えんそうしゃ       き      ひと      おな      じかん       くうかん                            いっしょ      たの         げいじゅつ

                 ぼくたち     いっしょ                  じかん       たの

                みな                       き        い           いっきょく       み                 くだ

テノール：清原 邦仁

音楽家の両親の元で育ちポップスシンガーを目指すが、なぜかオペラにハマる。大阪音楽大学大学
院オペラ研究室を修了し、これまでに数多くのオペラ公演にソリストとして出演。お菓子の魔女（ヘ
ンゼルとグレーテル）など個性的なキャラクターから王子様のような主役まで幅広いキャラクター
を演じ分け評価される。06年にはイタリアでオペラ「蝶々夫人」ゴローを演じて好評を得た。帝国
劇場「レ・ミゼラブル」などのミュージカル作品にも出演。自主企画オペラなどの企画・演出なども
手掛ける。関西歌劇団理事。上方オペラ工房メンバー。大阪音楽大学講師。平成17年度大阪舞台
芸術新人賞受賞。平成25年度大阪文化祭賞奨励賞及び吹田市文化功労者賞受賞。
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「大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス」の専属管弦楽団として、1988年4月に組織された。定期演奏会は2019年11月
で56回となった。ザ・カレッジ・オペラハウス主催オペラ公演の管弦楽を担当。また発足当初より学生の研究、学習をサポー
ト。学外では1999年ザ・カレッジ・オペラハウスの引っ越し公演として、東京文化会館と滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールに
おいて黛敏郎《金閣寺》の管弦楽を担当。この公演を含む多彩な演奏活動が認められ、2000年第20回音楽クリティック・
クラブ賞を受賞。以降も多くのオペラの成功に貢献している。2005年9月新国立劇場における「地域招聘公演」第1回とし
て松村禎三《沈黙》の管弦楽を担当、公演は大きな反響を呼んだ。2005年10月ザ・カレッジ・オペラハウスでの《沈黙》およ
び2011年10月の20世紀オペラ・シリーズ、B.ブリテン《ねじの回転》の公演では文化庁芸術祭大賞を受賞。2013年同シ
リーズ、B.ブリテン《ピーター・グライムズ》の公演では第22回三菱UFJ信託音楽賞を受賞し、1997年ザ・カレッジ・オペラ
ハウスにおける黛敏郎《金閣寺》の公演での第6回三菱信託音楽賞受賞に続く快挙を果たした。さらに2014年10月の同
シリーズ、鈴木英明《鬼娘恋首引》およびB.ブリテン《カーリュー・リヴァー》
の公演は、狂言と能を題材にした内容と上質な演奏が高く評価され3度目
の文化庁芸術祭大賞を受賞。2015年創立100周年記念オペラ公演、G.
ヴェルディ《ファルスタッフ》の公演では文化庁芸術祭優秀賞を受賞。
名誉指揮者に飯森範親、山下一史、チャン・ユンスン、正指揮者に大勝
秀也、牧村邦彦を擁している。公益社団法人日本オーケストラ連盟準会員。
《オペ管》の愛称で親しまれている。

The College Operahouse Orchestra ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 

プログラム
はいち

オーケストラの配置

ハープは弦が４７本
はってあり、指ではじ
いて演奏します。
見た目も音もとても
華やかです。

大太鼓や小太鼓、シンバルなど
よく知っている楽器がたくさん
出てきます。打楽器が入ると
オーケストラの演奏がとても
華やかになります。

ホルンは、見た目はカタツムリの
ような形をした楽器ですが、管の
長さは伸ばすと約３ｍ７０ｃｍも
あります。音が出てくるベルに手を
入れて演奏するのが特徴です。

ティンパニは、いくつかの大きさの違う
太鼓を足元にあるペダルで音程を
変えながら演奏しています。オーケストラ
の中では第２の指揮者と呼ばれるくらい、
重要な柱となる楽器です。

フルートは、昔は木で
できていましたが、
現在は金属のものが
ほとんどです。

ピッコロは、フルートの
半分くらいの大きさで
オーケストラの中で
一番高い音が出ます。

チューバは、
金管楽器の中で一番
大きな楽器でとても
低い音が出ます。
オーケストラ全体を
包み込む太くて
豊かな音が出ます。

トロンボーンは、ほかの金管楽器にはない
スライドと呼ばれるU字型の管を伸ばしたり
縮めたりして音を出すのが特徴です。

バストロンボーンはトロンボーンより一回り
大きく、低い音が出しやすくなっています。

バイオリンは、弦楽器の
中で一番小さく、とても
高い音が出ます。弦楽器
（バイオリン・ビオラ・チェロ・
コントラバス）は楽器に
４本の弦がはってあり、
弓でこすって演奏します。

指揮者は、オーケストラ
のまとめ役です。曲の
速さや音の強さなど、
オーケストラが
どのように演奏するのか
全体に指示を出します。

チェロは、エンドピ
ンと呼ばれる棒で
楽器を支えて演奏
します。主に低音を
担当します。

コントラバスは、バイオリン
の仲間では一番大きく、
オーケストラを下から
しっかりと支える縁の下の
力持ちです。重さは約１０
kgあります。

かんげん    がくだん

オフィシャル・ホームページ：https://www.daion.ac.jp/campus/opera/opera-orchestra/
ツイッター：https://twitter.com/ohorchestra
フェイスブック：https://www.facebook.com/operahouseorchestra/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC2ra5QQCh41CVJVcu7247Sg

●オープニング
 ワーグナー  ／ 歌劇「ローエングリン」より　第３幕への前奏曲

●楽器紹介
　～弦楽器・木管楽器・金管楽器・打楽器をお話しと演奏を交えながら紹介していきます～

●オペラ・アリア〔独唱曲＝ひとりで歌うこと〕
 プッチーニ  ／ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より　“私のお父さん”
  　 歌劇「トゥーランドット」より　“誰も寝てはならぬ”

●オペラ・デュエット〔二重唱曲＝ふたりで歌うこと〕
 レハール  ／ 歌劇「メリー・ウィドゥ」より　“ワルツ”

　　　　　　　　　　　　　　　　　
●校歌合唱

●指揮者体験コーナー　
 ビゼー  ／ 歌劇「カルメン」より　前奏曲

●共演コーナー（下記A～ Cから共演希望曲を1曲選択）
　オーケストラと一緒に演奏してみよう！！
　　Ａ．吹奏楽・金管バンド等との共演の場合
 ・ウィルソン ／ ７６本のトロンボーン
 ・ヤン・ヴァンデルロースト ／ アルセナール
 ・スーザ ／星条旗よ永遠なれ
　　Ｂ．合唱共演の場合
 ・杉本　竜一 ／ ビリーヴ
 ・久石　　譲 ／ 君をのせて
 ・村井　邦彦 ／ 翼をください
 ・松井　孝夫 ／ マイ バラード
　　C． ☆コロナ禍でのスペシャル企画☆ ～手拍子でオーケストラと共演しよう♪～
 ・シュトラウスＩ世 ／ラデツキー行進曲

●オーケストラ演奏
 エルガー ／ 行進曲「威風堂々」第１番

◆アンコール
　～オペラ歌手達の歌声と共に華やかなアンコール～
 ヴェルディ ／ 歌劇「椿姫」より　“乾杯の歌”

                                                                    かげき　                                                              だい     まく          ぜんそうきょく

   がっき　しょうかい

       げんがっき       　もっかんがっき　　  きんかんがっき           だがっき             はな          えんそう      まじ　　　　　　　しょうかい

                                                どくしょうきょく                        うた

                                                                    かげき                                                                             わたし         とう

                                                                    かげき                                                                       だれ       ね

                                                            にじゅうしょうきょく                        うた

                                                                    かげき                                                  

                                                                                                                                                                                                                                           

   こうか    がっしょう

      

      しきしゃ     たいけん   

                                                                    かげき                                                ぜんそうきょく

 

 きょうえん                                 かき                                 きょうえんきぼうきょく          きょくせんたく

                                    いっしょ      えんそう

                すいそうがく      きんかん                など          きょうえん     ばあい

                                                                             ぽん

                                                                 せいじょうき      えいえん                                                    

                がっしょうきょうえん    ばあい

                すぎもと     りゅういち

                ひさいし          じょう                       きみ

                 むらい        くにひこ                      つばさ

                 まつい         たかお

                                    か                                      きかく                 てびょうし                                          きょうえん

                                                 せい                                    こうしんきょく

                                     えんそう

                                                                   こうしんきょく     いふう  どうどう      だい    ばん

                     かしゅ   たち     うたごえ      とも     はな

                                                                    かげき      つばきひめ                      かんぱい     うた

※ 上記プログラムは一部変更になる可能性もあります。
じょうき                             いちぶ へんこう              かのうせい

                      さっきょくか                                              だいひょうさく

ちゅうかんぶ     で             ゆうだい 

だい         こっか                  した

イギリスの作曲家エドワード・エルガーの代表作で、
中間部に出てくる雄大なメロディはイギリスの
第２の国歌としても親しまれています。

                    さっきょくか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな              どうどう

せんりつ　いんしょうてき    さくひん                                                                 かざ
ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーの華やかで堂々とした
旋律が印象的な作品でコンサートのオープニングを飾ります！！

               はな              ばんそう     こうか       げんき      うた
オーケストラの華やかな伴奏で校歌を元気に歌いましょう！！

きみ      みらい                                                                    しき       たいけん
君も未来のマエストロ♪オーケストラの指揮を体験♪

こども                        ゆめ    きょうえん
オーケストラと子供たちによる夢の共演☆

                                                  さっきょくか                                                 さっきょく         かげき 

 つばきひめ        ゆうめい       かんぱい    うた       はな             えんそうかい     し
アンコールはイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディが作曲した歌劇
「椿姫」より有名な“乾杯の歌”で華やかに演奏会を締めくくります。

プロの歌手達による歌声を女性・男性２曲続けてお届けします！
かしゅ  たち              うたごえ   じょせい     だんせい   きょくつづ            とど

プロの歌手達によるオペラ・デュエット
曲をお届けします！

                かしゅ たち

きょく       とど

バスクラリネット クラリネット

トランペットは、オーケストラの中
で高い音を担当し、迫力のある
輝かしい響きが特長です。金管
楽器（ホルン・トランペット・トロン
ボーン・チューバ）は、マウスピー
スを楽器につけて唇を振動させ
て音を出します。

クラリネットは、オーボエと同じグラナ
ディラという黒い木でできています。見
た目はオーボエと似ていますが、リード
は１枚で演奏します。

バスクラリネットはクラリネットの約２倍
の長さがあり、クラリネットより１オクター
ブ低い音が出ます。

                                                                 なか

     たか     おと      たんとう      はくりょく             

かがや           ひび          とくちょう            きんかん

 がっき

           がっき                    くちびる しんどう

     おと     だ

                                                          おな

                         くろ      き                                         み

   め                                 に

      まい     えんそう

                                                                     やく    ばい

  なが

  ひく    おと      で

イングリッシュホルン

コントラファゴット

ファゴットは楓からできていて、 
イタリア語で“まきの束”という
意味です。伸ばすと２ｍ６０ｃｍ
もあり、木管楽器の中では低い
音域を担当します。

コントラファゴットはファゴット
の約２倍の長さがあり、ファ
ゴットよりもさらに1オクターブ
低い音が出ます。オーケストラ
で使用される管楽器の中で最
も低い音を出すことが出来る
と言われています。また、管の
長さは約６ｍもあり重さは約６
kgあります。

オーボエは、リードと呼ばれる先
の薄い板状のものを２枚合せ
て、それらを振動させて音を出
します。オーケストラは演奏が    
はじまる前に、オーボエの“ラ”
の音から音あわせをします。

イングリッシュホルンはオーボ
エよりも少し長く楽器の先端
部が洋梨の様な形に丸く膨ら
んでいるのが特徴です。オーボ
エよりも少し低い音が出てその
特徴的な音色でオーケストラに
おいてはソロ楽器としてよく使
われます。

                          かえで

                   ご                        たば

  いみ                  の

                 もっかんがっき       なか          ひく

おんいき    たんとう

      やく     ばい      なが

ひく     おと       で

      しよう                  かんがっき       なか    もっと

     ひく      おと      だ                        でき

      い                                                くだ

なが         やく                       おも          やく

                                             よ                さき

     うす     いたじょう                         まい あ

                            しんどう               おと      だ

                                                     えんそう

                   まえ

     おと          おと

                    すこ     なが      がっき        せんたん

 ぶ       ようなし      よう    かたち    まる     ふく

                             とくちょう

                  すこ     ひく     おと      で

とくちょうてき    ねいろ

                               がっき                         つか

                                                       おお              ちが     

たいこ       あしもと                                  おんてい     

 か                     えんそう

     なか          だい            しきしゃ         よ

じゅうよう  はしら             がっき

                      げん             ほん

                          ゆび

          えんそう                     

 み        め      おと                    

はな

 おおだいこ         こだいこ

          し                     がっき                          

 で                          だがっき       はい

                                えんそう                  

はな

                                   げんがっき

なか     いちばんちい

たか     おと      で               げんがっき

                                        がっき

    ほん      げん

ゆみ                      えんそう

   しきしゃ                                   

                     やく              きょく

はや           おと      つよ

                       えんそう  

ぜんたい      しじ        だ

                                   

            よ                  ぼう

 がっき       ささ           えんそう

                 おも     ていおん

たんとう

                                   

       なかま             いちばん おお

                                       した

                      ささ          えん      した

ちからも                   おも          やく

げん がっき

もっかん  がっき

きんかん  がっき

 だ   がっき

おお  だいこ

  こ   だいこ

だい

だい

                                                      きんかんがっき

                       よ                      じ がた     くだ      の

ちぢ                       おと      だ                とくちょう

                                                                                 ひとまわ

おお          ひく      おと     だ

                          むかし      き

                                           

げんざい     きんぞく

はんぶん                  おお

                                なか     

いちばんたか   おと      で

                           

きんかんがっき      なか    いちばん

おお          がっき

ひく    おと      で

                            ぜんたい 

つつ      こ       ふと           

ゆた          おと      で

                         み       め

             かたち             がっき                    くだ      

なが          の                やく

                     おと     で                              て       

 い　　　  えんそう                  とくちょう

しきしゃ

ビオラは、バイオリンよりも少
し大きく、低い音が出ます。

                                                          すこ

    おお           ひく     おと      で



音楽は演奏者と聞く人が同じ時間と空間をみんなで一緒に楽しむ芸術です。
さあ、僕達と一緒にこの時間を楽しみましょう！！
ぜひ、皆さんのお気に入りの一曲を見つけて下さいね。

文化芸術による子供育成総合事業
―巡回公演事業―

〈オーケストラ公演〉

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

文化芸術による子供育成総合事業―巡回公演事業―

　我が国の一流の文化芸術団体が、小学校・中学校等において公演し、子供

たちが優れた舞台芸術を鑑賞する機会を得ることにより、子供たちの発想力や

コミュニケーション能力の育成、将来の芸術家の育成や国民の芸術鑑賞能力の

向上につなげることを目的としています。

　事前のワークショップでは、子供たちに実演指導又は鑑賞指導を行います。

また、実演では、できるだけ子供たちにも参加してもらいます。

わ くに いちりゅう

のうりょく こくみん げいじゅつかんしょうのうりょく

もくてき

じぜん こども またじつえんしどう おこなかんしょうしどう

じつえん こども さんか

こうじょう

いくせい しょうらい げいじゅつか いくせい

ぶんかげいじゅつだんたい しょうがっこう ちゅうがっこうなど こうえん こども

すぐ ぶたいげいじゅつ かんしょう きかい え こども はっそうりょく

ぶんか げいじゅつ こども いくせい じぎょうそうごう じゅんかい こうえん じぎょう

ソプラノ：内藤 里美
ないとう         さとみ

みなさんと一緒に音楽の時間を過ごすのを楽しみにやってきました！
いろんな楽器の音を聞いて、音楽と仲良くなりましょう！

 おおさかおんがくだいがく だいがくいん              けんきゅうしつ   しゅうりょう     いいづかしんじんおんがく                           だい    い     もんぶ    かがく  だいじんしょうじゅ

しょう                                                                     こくさい せいがく                         いっぱん ぶもん  だい    い           かずかず                                   にゅうしょう

                                                                    かげきじょう                                                                                                         きし           しゅつえん     ほか

                                                        やく      あい     みょうやく                          やく                                                        やく

               しゅつえん             めいきょく                                                    くらぶ      ひょうごけんりつげいじゅつぶんか                    しゅつえん         かんげんがっきょく

                                         かつやくちゅう                 しょうがくせい   たいしょう                                     しゅつえん       ようちえん       しょうがっこう          えんそう

  こども   む                                                                           しゅつえん              かつどう     せっきょくてき     おこ                           ひょうごけんりつにしのみやこう

 こう おんがくか  ひじょうきん  こうし     こうべ し  こんせいがっしょうだんだんいん おおさかおんがくだいがくえんそういん

                                            いっしょ       おんがく       じかん        す                       たの

                                         がっき       おと       き               おんがく      なか よ

大阪音楽大学大学院オペラ研究室を修了し、飯塚新人音楽コンクール第1位、文部科学大臣賞受

賞。シュナイダー・トルナフスキー国際声楽コンクール一般部門第3位など数々のコンクールで入賞

している。ドイツのエアフルト歌劇場でオペラ「ヘンゼルとグレーテル」や「ばらの騎士」に出演し、他

に「カルメン」のミカエラ役、「愛の妙薬」アディーナ役、「ラ・ボエーム」ムゼッタ役などたくさんのオペ

ラにも出演。NHK名曲リサイタル、クラシック倶楽部、兵庫県立芸術文化センター出演など、管弦楽曲

のソリストとしても活躍中である。小学生を対象としたオペラへの出演や、幼稚園や小学校での演奏、

子供向けのオーケストラコンサートへの出演などの活動も積極的に行なっている。兵庫県立西宮高

校音楽科非常勤講師、神戸市混声合唱団団員、大阪音楽大学演奏員。

子供達への
メッセージ

ぶんか

じゅんかい こうえん じぎょう

げいじゅつ こども いくせい そうごう じぎょう

こうえん

かん げん がく だん

１９７７年にユネスコの要請で設立された国際音楽評議会という会議で、翌年の１９７８年から毎年１０月１日を、世界の人々が音楽
を通じてお互いに仲良くなり交流を深めていくために「国際音楽の日」とすることとしました。
日本では、１９９４年から毎年１０月１日を「国際音楽の日」と定めています。

知ってますか？　～１０月１日は「国際音楽の日」です～
し がつ たちつい こくさい おんがく ひ

ねん

つう

にほん ねん まいとし がつ たちつい こくさいおんがく ひ さだ

たが なかよ こうりゅう ふか こくさいおんがく ひ

ようせい せつりつ こくさいおんがくひょうぎかい かいぎ よくとし ねん まいとし がつ たちつい せかい ひとびと おんがく

令和 2年度
れいわ              ねんど

うた               しかい 

 おんがっか       りょうしん    もと     そだ                                                     めざ                                                                      おおさかおんがくだいがく だいがく

いん              けんきゅうしつ   しゅうりょう                              かずおお                          こうえん                                    しゅつえん          かし           まじょ

                                                               こせいてき                                               おうじさま                        しゅやく          はばひろ

     えん      わ      ひょうか                            ねん                                                    ちょうちょうふじん                         えん          こうひょう     え          ていこく

げきじょう                                                                                     さくひん          しゅつえん    じしゅ   きかく                                  きかく    えんしゅつ

  てが                かんさい  かげきだん    りじ       かみがた               こうぼう                        おおさかおんがくだいがく こうし       へいせい       ねんど   おおさかぶたい

げいじゅつしんじんしょうじゅしょう へいせい     ねんど おおさかぶんかさいしょう しょうれいしょう およ    すいたし    ぶんか  こうろうしゃしょうじゅしょう

おんがく      えんそうしゃ       き      ひと      おな      じかん       くうかん                            いっしょ      たの         げいじゅつ

                 ぼくたち     いっしょ                  じかん       たの

                みな                       き        い           いっきょく       み                 くだ テノール：清原 邦仁

音楽家の両親の元で育ちポップスシンガーを目指すが、なぜかオペラにハマる。大阪音楽大学大学

院オペラ研究室を修了し、これまでに数多くのオペラ公演にソリストとして出演。お菓子の魔女（ヘ

ンゼルとグレーテル）など個性的なキャラクターから王子様のような主役まで幅広いキャラクター

を演じ分け評価される。06年にはイタリアでオペラ「蝶々夫人」ゴローを演じて好評を得た。帝国

劇場「レ・ミゼラブル」などのミュージカル作品にも出演。自主企画オペラなどの企画・演出なども

手掛ける。関西歌劇団理事。上方オペラ工房メンバー。大阪音楽大学講師。平成17年度大阪舞台

芸術新人賞受賞。平成25年度大阪文化祭賞奨励賞及び吹田市文化功労者賞受賞。

きよはら        くにひと子供達への
メッセージ

歌と司会

是非子供の頃に、感覚が若いうちに、沢山の体験をして下さい。音楽も同じ。
テレビやパソコンの小さなスピーカーから聞こえてくる音楽は、
本当の音では有りません。
楽器の持つ「響き」を耳だけではなく肌で感じ、
その楽器たちが集まったオーケストラの「響き」を全身で味わってください。
今日の演奏会で皆さんが体験したことがないステキな感覚を残せるように
一生懸命演奏しますね。

牧村　邦彦

大阪芸術大学卒業後、オーストリアのウィーン国立音楽大学にてO・スイットナー氏に師事する。帰

国後、関西フィルハーモニー、京都市交響楽団、広島交響楽団などと共演を重ね、大阪シンフォニ   

カー(現大阪交響楽団)指揮者として13年間、数百回の演奏会を指揮する。オペラの魅力にはまり

込み、再び新国立劇場公演の音楽スタッフから出直して、その活動の場を全国各地に広げ、正指

揮者を務めるザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団を中心に北は札幌交響楽団から南は琉球フィル

ハーモニックまで、各地のオーケストラとオペラ公演を指揮。そのレパートリーは70作品を超える。

オペラの普及に深く尽力し、子供のためのオペラ教室や、自身のお話で進めるレクチャーコンサー

トが好評をよんでいる。

し             き

まきむら             くにひこ

おおさかげいじゅつだいがく そつぎょうご                                                  こくりつおんがくだいがく                                              し         しじ                  き

 こくご     かんさい                                          きょうとしこうきょうがくだん     ひろしまこうきょうがくだん             きょうえん   かさ        おおさか

            げんおおさかこうきょうがくだん  しきしゃ                         ねんかん すうひゃっかい    えんそうかい        しき                                   みりょく

 こ         ふた     しんこくりつげきじょうこうえん     おんがく                             でなお                         かつどう       ば      ぜんこく  かくち      ひろ        せい  し

 き  しゃ     つと                                                                   かんげんがくだん   ちゅうしん    きた     さっぽろこうきょうがくだん        みなみ  りゅうきゅう

                                          かくち                                                        こうえん       しき                                                        さくひん      こ

                    ふきゅう     ふか    じんりょく       こども                                    きょうしつ        じしん           はなし   すす

        こうひょう

   ぜひ    こども        ころ        かんかく      わか                       たくさん      たいけん               くだ              おんがく     おな

                                               ちい                                               きこ                         おんがく

ほんとう      おと             あ

 がっき        もつ         ひび             みみ                                はだ     かん

            がっき                   あつ                                                     ひび            ぜんしん      あじ

 きょう        えんそうかい     みな                 たいけん                                                        かんかく      のこ

いっしょうけんめいえんそう

子供達への
メッセージ

指  揮



弦楽器

4つのグループ

木管楽器

金管楽器

打楽器

第2
バイオリン

ビオラ

コントラバス

チェロ

指揮者

ピッコロ フルート オーボエ

ファゴット

トランペット トロンボーン バストロンボーン チューバ

ハープ

大太鼓

小太鼓

シンバル

など

ホルン

ティンパニ

第1
バイオリン

         おおさかおんがくだいがく　                                                                            せんぞく かんげんがくだん　                                 ねん　  がつ       そしき                          ていきえんそうかい                          ねん        がつ

                 かい                                                                                             しゅさい                    こうえん       かんげんがく　    たんとう　              ほっそく   とうしょ            がくせい　    けんきゅう   がくしゅう 

            がくがい                             ねん        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ひ　　  こ　　  こうえん　　              とうきょう　ぶんかかいかん　　　  しが    けんりつ げいじゅつげきじょう             こ

                    まゆずみとしろう  　きんかくじ　           かんげんがく       たんとう                 こうえん       ふく         たさい        えんそう かつどう        みと                                     ねん だい        かい おんがく
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                                                                                      こうえん              ぶんかちょう   げいじゅつさい ゆうしゅうしょう     じゅしょう 

      めいよ      しきしゃ              いいもり  のりちか      やました  かずふみ                                                          せいしきしゃ             おおかつ 

    しゅうや      まきむら  くにひこ       よう                          こうえき  しゃだん  ほうじん   にほん                                 れんめいじゅんかいいん

                   かん          あいしょう      した

「大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス」の専属管弦楽団として、1988年4月に組織された。定期演奏会は2019年11月
で56回となった。ザ・カレッジ・オペラハウス主催オペラ公演の管弦楽を担当。また発足当初より学生の研究、学習をサポー
ト。学外では1999年ザ・カレッジ・オペラハウスの引っ越し公演として、東京文化会館と滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールに
おいて黛敏郎《金閣寺》の管弦楽を担当。この公演を含む多彩な演奏活動が認められ、2000年第20回音楽クリティック・
クラブ賞を受賞。以降も多くのオペラの成功に貢献している。2005年9月新国立劇場における「地域招聘公演」第1回とし
て松村禎三《沈黙》の管弦楽を担当、公演は大きな反響を呼んだ。2005年10月ザ・カレッジ・オペラハウスでの《沈黙》およ
び2011年10月の20世紀オペラ・シリーズ、B.ブリテン《ねじの回転》の公演では文化庁芸術祭大賞を受賞。2013年同シ
リーズ、B.ブリテン《ピーター・グライムズ》の公演では第22回三菱UFJ信託音楽賞を受賞し、1997年ザ・カレッジ・オペラ
ハウスにおける黛敏郎《金閣寺》の公演での第6回三菱信託音楽賞受賞に続く快挙を果たした。さらに2014年10月の同
シリーズ、鈴木英明《鬼娘恋首引》およびB.ブリテン《カーリュー・リヴァー》
の公演は、狂言と能を題材にした内容と上質な演奏が高く評価され3度目
の文化庁芸術祭大賞を受賞。2015年創立100周年記念オペラ公演、G.
ヴェルディ《ファルスタッフ》の公演では文化庁芸術祭優秀賞を受賞。
名誉指揮者に飯森範親、山下一史、チャン・ユンスン、正指揮者に大勝
秀也、牧村邦彦を擁している。公益社団法人日本オーケストラ連盟準会員。
《オペ管》の愛称で親しまれている。

The College Operahouse Orchestra ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 

プログラム
はいち

オーケストラの配置

ハープは弦が４７本
はってあり、指ではじ
いて演奏します。
見た目も音もとても
華やかです。

大太鼓や小太鼓、シンバルなど
よく知っている楽器がたくさん
出てきます。打楽器が入ると
オーケストラの演奏がとても
華やかになります。

ホルンは、見た目はカタツムリの
ような形をした楽器ですが、管の
長さは伸ばすと約３ｍ７０ｃｍも
あります。音が出てくるベルに手を
入れて演奏するのが特徴です。

ティンパニは、いくつかの大きさの違う
太鼓を足元にあるペダルで音程を
変えながら演奏しています。オーケストラ
の中では第２の指揮者と呼ばれるくらい、
重要な柱となる楽器です。

フルートは、昔は木で
できていましたが、
現在は金属のものが
ほとんどです。

ピッコロは、フルートの
半分くらいの大きさで
オーケストラの中で
一番高い音が出ます。

チューバは、
金管楽器の中で一番
大きな楽器でとても
低い音が出ます。
オーケストラ全体を
包み込む太くて
豊かな音が出ます。

トロンボーンは、ほかの金管楽器にはない
スライドと呼ばれるU字型の管を伸ばしたり
縮めたりして音を出すのが特徴です。

バストロンボーンはトロンボーンより一回り
大きく、低い音が出しやすくなっています。

バイオリンは、弦楽器の
中で一番小さく、とても
高い音が出ます。弦楽器
（バイオリン・ビオラ・チェロ・
コントラバス）は楽器に
４本の弦がはってあり、
弓でこすって演奏します。

指揮者は、オーケストラ
のまとめ役です。曲の
速さや音の強さなど、
オーケストラが
どのように演奏するのか
全体に指示を出します。

チェロは、エンドピ
ンと呼ばれる棒で
楽器を支えて演奏
します。主に低音を
担当します。

コントラバスは、バイオリン
の仲間では一番大きく、
オーケストラを下から
しっかりと支える縁の下の
力持ちです。重さは約１０
kgあります。

かんげん    がくだん

オフィシャル・ホームページ：https://www.daion.ac.jp/campus/opera/opera-orchestra/
ツイッター：https://twitter.com/ohorchestra
フェイスブック：https://www.facebook.com/operahouseorchestra/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC2ra5QQCh41CVJVcu7247Sg

●オープニング
 ワーグナー  ／ 歌劇「ローエングリン」より　第３幕への前奏曲

●楽器紹介
　～弦楽器・木管楽器・金管楽器・打楽器をお話しと演奏を交えながら紹介していきます～

●オペラ・アリア〔独唱曲＝ひとりで歌うこと〕
 プッチーニ  ／ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より　“私のお父さん”
  　 歌劇「トゥーランドット」より　“誰も寝てはならぬ”

●オペラ・デュエット〔二重唱曲＝ふたりで歌うこと〕
 レハール  ／ 歌劇「メリー・ウィドゥ」より　“ワルツ”

　　　　　　　　　　　　　　　　　
●校歌合唱

●指揮者体験コーナー　
 ビゼー  ／ 歌劇「カルメン」より　前奏曲

●共演コーナー（下記A～ Cから共演希望曲を1曲選択）
　オーケストラと一緒に演奏してみよう！！
　　Ａ．吹奏楽・金管バンド等との共演の場合
 ・ウィルソン ／ ７６本のトロンボーン
 ・ヤン・ヴァンデルロースト ／ アルセナール
 ・スーザ ／星条旗よ永遠なれ
　　Ｂ．合唱共演の場合
 ・杉本　竜一 ／ ビリーヴ
 ・久石　　譲 ／ 君をのせて
 ・村井　邦彦 ／ 翼をください
 ・松井　孝夫 ／ マイ バラード
　　C． ☆コロナ禍でのスペシャル企画☆ ～手拍子でオーケストラと共演しよう♪～
 ・シュトラウスＩ世 ／ラデツキー行進曲

●オーケストラ演奏
 エルガー ／ 行進曲「威風堂々」第１番

◆アンコール
　～オペラ歌手達の歌声と共に華やかなアンコール～
 ヴェルディ ／ 歌劇「椿姫」より　“乾杯の歌”

                                                                    かげき　                                                              だい     まく          ぜんそうきょく

   がっき　しょうかい

       げんがっき       　もっかんがっき　　  きんかんがっき           だがっき             はな          えんそう      まじ　　　　　　　しょうかい

                                                どくしょうきょく                        うた

                                                                    かげき                                                                             わたし         とう

                                                                    かげき                                                                       だれ       ね

                                                            にじゅうしょうきょく                        うた

                                                                    かげき                                                  

                                                                                                                                                                                                                                           

   こうか    がっしょう

      

      しきしゃ     たいけん   

                                                                    かげき                                                ぜんそうきょく

 

 きょうえん                                 かき                                 きょうえんきぼうきょく          きょくせんたく

                                    いっしょ      えんそう

                すいそうがく      きんかん                など          きょうえん     ばあい

                                                                             ぽん

                                                                 せいじょうき      えいえん                                                    

                がっしょうきょうえん    ばあい

                すぎもと     りゅういち

                ひさいし          じょう                       きみ

                 むらい        くにひこ                      つばさ

                 まつい         たかお

                                    か                                      きかく                 てびょうし                                          きょうえん

                                                 せい                                    こうしんきょく

                                     えんそう

                                                                   こうしんきょく     いふう  どうどう      だい    ばん

                     かしゅ   たち     うたごえ      とも     はな

                                                                    かげき      つばきひめ                      かんぱい     うた

※ 上記プログラムは一部変更になる可能性もあります。
じょうき                             いちぶ へんこう              かのうせい

                      さっきょくか                                              だいひょうさく

ちゅうかんぶ     で             ゆうだい 

だい         こっか                  した

イギリスの作曲家エドワード・エルガーの代表作で、
中間部に出てくる雄大なメロディはイギリスの
第２の国歌としても親しまれています。

                    さっきょくか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな              どうどう

せんりつ　いんしょうてき    さくひん                                                                 かざ
ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーの華やかで堂々とした
旋律が印象的な作品でコンサートのオープニングを飾ります！！

               はな              ばんそう     こうか       げんき      うた
オーケストラの華やかな伴奏で校歌を元気に歌いましょう！！

きみ      みらい                                                                    しき       たいけん
君も未来のマエストロ♪オーケストラの指揮を体験♪

こども                        ゆめ    きょうえん
オーケストラと子供たちによる夢の共演☆

                                                  さっきょくか                                                 さっきょく         かげき 

 つばきひめ        ゆうめい       かんぱい    うた       はな             えんそうかい     し
アンコールはイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディが作曲した歌劇
「椿姫」より有名な“乾杯の歌”で華やかに演奏会を締めくくります。

プロの歌手達による歌声を女性・男性２曲続けてお届けします！
かしゅ  たち              うたごえ   じょせい     だんせい   きょくつづ            とど

プロの歌手達によるオペラ・デュエット
曲をお届けします！

                かしゅ たち

きょく       とど

バスクラリネット クラリネット

トランペットは、オーケストラの中
で高い音を担当し、迫力のある
輝かしい響きが特長です。金管
楽器（ホルン・トランペット・トロン
ボーン・チューバ）は、マウスピー
スを楽器につけて唇を振動させ
て音を出します。

クラリネットは、オーボエと同じグラナ
ディラという黒い木でできています。見
た目はオーボエと似ていますが、リード
は１枚で演奏します。

バスクラリネットはクラリネットの約２倍
の長さがあり、クラリネットより１オクター
ブ低い音が出ます。

                                                                 なか

     たか     おと      たんとう      はくりょく             

かがや           ひび          とくちょう            きんかん

 がっき

           がっき                    くちびる しんどう

     おと     だ

                                                          おな

                         くろ      き                                         み

   め                                 に

      まい     えんそう

                                                                     やく    ばい

  なが

  ひく    おと      で

イングリッシュホルン

コントラファゴット

ファゴットは楓からできていて、 
イタリア語で“まきの束”という
意味です。伸ばすと２ｍ６０ｃｍ
もあり、木管楽器の中では低い
音域を担当します。

コントラファゴットはファゴット
の約２倍の長さがあり、ファ
ゴットよりもさらに1オクターブ
低い音が出ます。オーケストラ
で使用される管楽器の中で最
も低い音を出すことが出来る
と言われています。また、管の
長さは約６ｍもあり重さは約６
kgあります。

オーボエは、リードと呼ばれる先
の薄い板状のものを２枚合せ
て、それらを振動させて音を出
します。オーケストラは演奏が    
はじまる前に、オーボエの“ラ”
の音から音あわせをします。

イングリッシュホルンはオーボ
エよりも少し長く楽器の先端
部が洋梨の様な形に丸く膨ら
んでいるのが特徴です。オーボ
エよりも少し低い音が出てその
特徴的な音色でオーケストラに
おいてはソロ楽器としてよく使
われます。

                          かえで

                   ご                        たば

  いみ                  の

                 もっかんがっき       なか          ひく

おんいき    たんとう

      やく     ばい      なが

ひく     おと       で
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     ひく      おと      だ                        でき

      い                                                くだ
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                  すこ     ひく     おと      で

とくちょうてき    ねいろ

                               がっき                         つか

                                                       おお              ちが     

たいこ       あしもと                                  おんてい     

 か                     えんそう

     なか          だい            しきしゃ         よ

じゅうよう  はしら             がっき

                      げん             ほん

                          ゆび

          えんそう                     

 み        め      おと                    

はな

 おおだいこ         こだいこ

          し                     がっき                          

 で                          だがっき       はい

                                えんそう                  

はな

                                   げんがっき

なか     いちばんちい

たか     おと      で               げんがっき

                                        がっき

    ほん      げん

ゆみ                      えんそう

   しきしゃ                                   

                     やく              きょく

はや           おと      つよ

                       えんそう  

ぜんたい      しじ        だ

                                   

            よ                  ぼう

 がっき       ささ           えんそう

                 おも     ていおん

たんとう

                                   

       なかま             いちばん おお

                                       した

                      ささ          えん      した

ちからも                   おも          やく

げん がっき

もっかん  がっき

きんかん  がっき

 だ   がっき

おお  だいこ

  こ   だいこ

だい

だい

                                                      きんかんがっき

                       よ                      じ がた     くだ      の

ちぢ                       おと      だ                とくちょう

                                                                                 ひとまわ

おお          ひく      おと     だ

                          むかし      き

                                           

げんざい     きんぞく

はんぶん                  おお

                                なか     

いちばんたか   おと      で

                           

きんかんがっき      なか    いちばん

おお          がっき

ひく    おと      で

                            ぜんたい 

つつ      こ       ふと           

ゆた          おと      で

                         み       め

             かたち             がっき                    くだ      

なが          の                やく

                     おと     で                              て       

 い　　　  えんそう                  とくちょう

しきしゃ

ビオラは、バイオリンよりも少
し大きく、低い音が出ます。

                                                          すこ

    おお           ひく     おと      で



皆さん、 こんにちは。今年はあっという間に秋になってしまいましたね．．
季節の移り変わりは目や鼻、 耳で感じられますよね。（あと味でも♫)   音楽も一曲毎に色んな変化があります。
今日は沢山の楽器や音を全身で感じて、お気に入りの一曲を見つけて下さい。

文化芸術による子供育成総合事業
―巡回公演事業―

〈オーケストラ公演〉

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

文化芸術による子供育成総合事業―巡回公演事業―

　我が国の一流の文化芸術団体が、小学校・中学校等において公演し、子供

たちが優れた舞台芸術を鑑賞する機会を得ることにより、子供たちの発想力や

コミュニケーション能力の育成、将来の芸術家の育成や国民の芸術鑑賞能力の

向上につなげることを目的としています。

　事前のワークショップでは、子供たちに実演指導又は鑑賞指導を行います。

また、実演では、できるだけ子供たちにも参加してもらいます。

わ くに いちりゅう

のうりょく こくみん げいじゅつかんしょうのうりょく

もくてき

じぜん こども またじつえんしどう おこなかんしょうしどう

じつえん こども さんか

こうじょう

いくせい しょうらい げいじゅつか いくせい

ぶんかげいじゅつだんたい しょうがっこう ちゅうがっこうなど こうえん こども

すぐ ぶたいげいじゅつ かんしょう きかい え こども はっそうりょく

ぶんか げいじゅつ こども いくせい じぎょうそうごう じゅんかい こうえん じぎょう

ソプラノ：内藤 里美
ないとう         さとみ

みなさんと一緒に音楽の時間を過ごすのを楽しみにやってきました！
いろんな楽器の音を聞いて、音楽と仲良くなりましょう！

 おおさかおんがくだいがく だいがくいん              けんきゅうしつ   しゅうりょう     いいづかしんじんおんがく                           だい    い     もんぶ  かがく   だいじんしょうじゅ

しょう                                                                    こくさい せいがく                          いっぱん ぶもん  だい    い           かずかず                                   にゅうしょう

                                                                   かげきじょう                                                                                                          きし           しゅつえん     ほか

                                                        やく      あい     みょうやく                          やく                                                        やく

               しゅつえん             めいきょく                                                    くらぶ      ひょうごけんりつげいじゅつぶんか                    しゅつえん         かんげんがっきょく

                                         かつやくちゅう                 しょうがくせい   たいしょう                                     しゅつえん       ようちえん       しょうがっこう          えんそう

  こども   む                                                                           しゅつえん              かつどう     せっきょくてき     おこ                           ひょうごけんりつにしのみやこう

 こうおんがくか   ひじょうきん  こうし     こうべ し  こんせいがっしょうだんだんいん おおさかおんがくだいがくえんそういん

                                            いっしょ       おんがく       じかん        す                       たの

                                         がっき       おと       き               おんがく      なか よ

大阪音楽大学大学院オペラ研究室を修了し、飯塚新人音楽コンクール第1位、文部科学大臣賞受

賞。シュナイダー・トルナフスキー国際声楽コンクール一般部門第3位など数々のコンクールで入賞

している。ドイツのエアフルト歌劇場でオペラ「ヘンゼルとグレーテル」や「ばらの騎士」に出演し、他

に「カルメン」のミカエラ役、「愛の妙薬」アディーナ役、「ラ・ボエーム」ムゼッタ役などたくさんのオペ

ラにも出演。NHK名曲リサイタル、クラシック倶楽部、兵庫県立芸術文化センター出演など、管弦楽曲

のソリストとしても活躍中である。小学生を対象としたオペラへの出演や、幼稚園や小学校での演奏、

子供向けのオーケストラコンサートへの出演などの活動も積極的に行なっている。兵庫県立西宮高

校音楽科非常勤講師、神戸市混声合唱団団員、大阪音楽大学演奏員。

子供達への
メッセージ

ぶんか

じゅんかい こうえん じぎょう

げいじゅつ こども いくせい そうごう じぎょう

こうえん

かん げん がく だん

１９７７年にユネスコの要請で設立された国際音楽評議会という会議で、翌年の１９７８年から毎年１０月１日を、世界の人々が音楽
を通じてお互いに仲良くなり交流を深めていくために「国際音楽の日」とすることとしました。
日本では、１９９４年から毎年１０月１日を「国際音楽の日」と定めています。

知ってますか？　～１０月１日は「国際音楽の日」です～
し がつ たちつい こくさい おんがく ひ

ねん

つう

にほん ねん まいとし がつ たちつい こくさいおんがく ひ さだ

たが なかよ こうりゅう ふか こくさいおんがく ひ

ようせい せつりつ こくさいおんがくひょうぎかい かいぎ よくとし ねん まいとし がつ たちつい せかい ひとびと おんがく

令和 2年度
れいわ              ねんど

うた               しかい 

おおさかおんがくだいがく だいがくいん               けんきゅうしつ しんこくりつげきじょう               けんしゅうじょだい    き  けんしゅうせい  しゅうりょう            ご

                                        りゅうがく

                                                                                                                                             しんこくりつげきじょう

                                                                                                          むゆうびょう      むすめ                                     こうえん       あい     みょうやく

                                                                                                   せいきょうと                                        つばきひめ                                         まてき

                          たすう                           しゅつえん                     やく      しゅつえん                           かいてん        ぶんかちょうげいじゅつさいたいしょう

さく やく         おうごん     くに         おんがく                                           しょう    じゅしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  てん

  ち そうぞう                          きょく                      だい                                  かずおお     つと             だい      かい     にほん                                              だい 

       い     にしがきとしろう  し    わたなべゆみこ    し         しじ       おおさかおんがくだいがく ひじょうきん   こうし

 かみがた              こうぼう    こうべ  おんがくかきょうかい  にしのみやおんがくきょうかい とうきょうにきかい      かんさいかきょくけんきゅうかい かく かいいん

みな                                              ことし                                 ま       あき

 きせつ        うつ    かわ                 め       はな     みみ      かん                                                    あじ                        おんがく      いっきょくごと     いろ            へんか

 きょう         たくさん       がっき        おと     ぜんしん      かん                   き       い            いっきょく       み                  くだ

テノール：中川 正崇

大阪音楽大学大学院オペラ研究室、新国立劇場オペラ研修所第8期研修生を修了。その後、イタリ

ア・フィレンツェへ留学。

「ドン・ジョヴァンニ」ドン・オッターヴィオで、オペラ・デビュー。新国立劇場で「アルバート・へリング」

アルバート、ボローニャのチルコロ・リリコで「夢遊病の娘」エルヴィーノを好演。「愛の妙薬」ネモ

リーノ、「ドン・パスクワーレ」エルネスト、「清教徒」アルトゥーロ、「椿姫」アルフレード、「魔笛」タ

ミーノなど多数のオペラに出演。クイント役で出演した「ねじの回転」は文化庁芸術祭大賞をのろ

作役の「黄金の国」は音楽クリティック・クラブ賞を受賞。ソロリサイタルやコンサート、メサイヤや天

地創造などのミサ曲をはじめ、第九のソリストも数多く務める。第二回「日本のうたコンクール」第

一位。西垣俊朗氏、渡邊弓子氏に師事。大阪音楽大学非常勤講師。

上方オペラ工房、神戸音楽家協会、西宮音楽協会、東京二期会、関西歌曲研究会、各会員。
なかがわ　   まさたか

子供達への
メッセージ

歌と司会

是非子供の頃に、感覚が若いうちに、沢山の体験をして下さい。音楽も同じ。
テレビやパソコンの小さなスピーカーから聞こえてくる音楽は、
本当の音では有りません。
楽器の持つ「響き」を耳だけではなく肌で感じ、
その楽器たちが集まったオーケストラの「響き」を全身で味わってください。
今日の演奏会で皆さんが体験したことがないステキな感覚を残せるように
一生懸命演奏しますね。

牧村　邦彦

し             き

まきむら             くにひこ

   ぜひ    こども        ころ        かんかく      わか                       たくさん      たいけん               くだ              おんがく     おな

                                               ちい                                               きこ                         おんがく

ほんとう      おと             あ

 がっき        もつ         ひび             みみ                                はだ     かん

            がっき                   あつ                                                     ひび            ぜんしん      あじ

 きょう        えんそうかい     みな                 たいけん                                                        かんかく      のこ

いっしょうけんめいえんそう

子供達への
メッセージ

指  揮 大阪芸術大学卒業後、オーストリアのウィーン国立音楽大学にてO・スイットナー氏に師事する。帰

国後、関西フィルハーモニー、京都市交響楽団、広島交響楽団などと共演を重ね、大阪シンフォニ   

カー(現大阪交響楽団)指揮者として13年間、数百回の演奏会を指揮する。オペラの魅力にはまり

込み、再び新国立劇場公演の音楽スタッフから出直して、その活動の場を全国各地に広げ、正指

揮者を務めるザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団を中心に北は札幌交響楽団から南は琉球フィル

ハーモニックまで、各地のオーケストラとオペラ公演を指揮。そのレパートリーは70作品を超える。

オペラの普及に深く尽力し、子供のためのオペラ教室や、自身のお話で進めるレクチャーコンサー

トが好評をよんでいる。

おおさかげいじゅつだいがく そつぎょうご                                                  こくりつおんがくだいがく                                              し         しじ                  き

 こくご     かんさい                                          きょうとしこうきょうがくだん     ひろしまこうきょうがくだん             きょうえん   かさ        おおさか

            げんおおさかこうきょうがくだん  しきしゃ                         ねんかん すうひゃっかい    えんそうかい        しき                                   みりょく

 こ         ふた     しんこくりつげきじょうこうえん     おんがく                             でなお                         かつどう       ば      ぜんこく  かくち      ひろ        せい  し

 き  しゃ     つと                                                                   かんげんがくだん   ちゅうしん    きた     さっぽろこうきょうがくだん        みなみ  りゅうきゅう

                                          かくち                                                        こうえん       しき                                                        さくひん      こ

                    ふきゅう     ふか    じんりょく       こども                                    きょうしつ        じしん           はなし   すす

        こうひょう



弦楽器

4つのグループ

木管楽器

金管楽器

打楽器

第2
バイオリン

ビオラ

コントラバス

チェロ

指揮者

ピッコロ フルート オーボエ

ファゴット

トランペット トロンボーン バストロンボーン チューバ

ハープ

大太鼓

小太鼓

シンバル

など

ホルン

ティンパニ

第1
バイオリン

         おおさかおんがくだいがく　                                                                            せんぞく かんげんがくだん　                                 ねん　  がつ       そしき                          ていきえんそうかい                          ねん        がつ

                 かい                                                                                             しゅさい                    こうえん       かんげんがく　    たんとう　              ほっそく   とうしょ            がくせい　    けんきゅう   がくしゅう 

            がくがい                             ねん        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ひ　　  こ　　  こうえん　　              とうきょう　ぶんかかいかん　　　  しが    けんりつ げいじゅつげきじょう             こ

                    まゆずみとしろう  　きんかくじ　           かんげんがく       たんとう                 こうえん       ふく         たさい        えんそう かつどう        みと                                     ねん だい        かい おんがく

                    しょう     じゅしょう      いこう        おお                                   せいこう        こうけん                                          ねん　 がつ しんこくりつげきじょう　                           ちいきしょうへいこうえん　    だい　  かい 

          まつむらていぞう　   ちんもく            かんげんがく       たんとう      こうえん      おお           はんきょう       よ                                  ねん        がつ                                                                                 ちんもく

                          ねん        がつ                せいき　　                                                                     　　                かいてん            こうえん　　       ぶんかちょう  げいじゅつさい たいしょう    じゅしょう                     ねん どう 

                                                                                                                         こうえん             だい        かい  みつびし              しんたく  おんがくしょう     じゅしょう                         ねん

                                           まゆずみとしろう    きんかくじ               こうえん            だい     かい  みつびし しんたく おんがくしょう じゅしょう      つづ     かいきょ         は                                                        ねん        がつ      どう

                              すずき   ひであき   おにむすめこいのくびびき                                                                                                                   

           こうえん         きょうげん     のう       だいざい                  ないよう      じょう しつ      えんそう       たか      ひょうか                   ど   め

         ぶんかちょう  げいじゅつさいたいしょう        じゅしょう                     ねん そうりつ              しゅうねん きねん                      こうえん

                                                                                      こうえん              ぶんかちょう   げいじゅつさい ゆうしゅうしょう     じゅしょう 

      めいよ      しきしゃ              いいもり  のりちか      やました  かずふみ                                                          せいしきしゃ             おおかつ 

    しゅうや      まきむら  くにひこ       よう                          こうえき  しゃだん  ほうじん   にほん                                 れんめいじゅんかいいん

                   かん          あいしょう      した

「大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス」の専属管弦楽団として、1988年4月に組織された。定期演奏会は2019年11月
で56回となった。ザ・カレッジ・オペラハウス主催オペラ公演の管弦楽を担当。また発足当初より学生の研究、学習をサポー
ト。学外では1999年ザ・カレッジ・オペラハウスの引っ越し公演として、東京文化会館と滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールに
おいて黛敏郎《金閣寺》の管弦楽を担当。この公演を含む多彩な演奏活動が認められ、2000年第20回音楽クリティック・
クラブ賞を受賞。以降も多くのオペラの成功に貢献している。2005年9月新国立劇場における「地域招聘公演」第1回とし
て松村禎三《沈黙》の管弦楽を担当、公演は大きな反響を呼んだ。2005年10月ザ・カレッジ・オペラハウスでの《沈黙》およ
び2011年10月の20世紀オペラ・シリーズ、B.ブリテン《ねじの回転》の公演では文化庁芸術祭大賞を受賞。2013年同シ
リーズ、B.ブリテン《ピーター・グライムズ》の公演では第22回三菱UFJ信託音楽賞を受賞し、1997年ザ・カレッジ・オペラ
ハウスにおける黛敏郎《金閣寺》の公演での第6回三菱信託音楽賞受賞に続く快挙を果たした。さらに2014年10月の同
シリーズ、鈴木英明《鬼娘恋首引》およびB.ブリテン《カーリュー・リヴァー》
の公演は、狂言と能を題材にした内容と上質な演奏が高く評価され3度目
の文化庁芸術祭大賞を受賞。2015年創立100周年記念オペラ公演、G.
ヴェルディ《ファルスタッフ》の公演では文化庁芸術祭優秀賞を受賞。
名誉指揮者に飯森範親、山下一史、チャン・ユンスン、正指揮者に大勝
秀也、牧村邦彦を擁している。公益社団法人日本オーケストラ連盟準会員。
《オペ管》の愛称で親しまれている。

The College Operahouse Orchestra ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 

プログラム
はいち

オーケストラの配置

ハープは弦が４７本
はってあり、指ではじ
いて演奏します。
見た目も音もとても
華やかです。

大太鼓や小太鼓、シンバルなど
よく知っている楽器がたくさん
出てきます。打楽器が入ると
オーケストラの演奏がとても
華やかになります。

ホルンは、見た目はカタツムリの
ような形をした楽器ですが、管の
長さは伸ばすと約３ｍ７０ｃｍも
あります。音が出てくるベルに手を
入れて演奏するのが特徴です。

ティンパニは、いくつかの大きさの違う
太鼓を足元にあるペダルで音程を
変えながら演奏しています。オーケストラ
の中では第２の指揮者と呼ばれるくらい、
重要な柱となる楽器です。

フルートは、昔は木で
できていましたが、
現在は金属のものが
ほとんどです。

ピッコロは、フルートの
半分くらいの大きさで
オーケストラの中で
一番高い音が出ます。

チューバは、
金管楽器の中で一番
大きな楽器でとても
低い音が出ます。
オーケストラ全体を
包み込む太くて
豊かな音が出ます。

トロンボーンは、ほかの金管楽器にはない
スライドと呼ばれるU字型の管を伸ばしたり
縮めたりして音を出すのが特徴です。

バストロンボーンはトロンボーンより一回り
大きく、低い音が出しやすくなっています。

バイオリンは、弦楽器の
中で一番小さく、とても
高い音が出ます。弦楽器
（バイオリン・ビオラ・チェロ・
コントラバス）は楽器に
４本の弦がはってあり、
弓でこすって演奏します。

指揮者は、オーケストラ
のまとめ役です。曲の
速さや音の強さなど、
オーケストラが
どのように演奏するのか
全体に指示を出します。

チェロは、エンドピ
ンと呼ばれる棒で
楽器を支えて演奏
します。主に低音を
担当します。

コントラバスは、バイオリン
の仲間では一番大きく、
オーケストラを下から
しっかりと支える縁の下の
力持ちです。重さは約１０
kgあります。

かんげん    がくだん

オフィシャル・ホームページ：https://www.daion.ac.jp/campus/opera/opera-orchestra/
ツイッター：https://twitter.com/ohorchestra
フェイスブック：https://www.facebook.com/operahouseorchestra/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC2ra5QQCh41CVJVcu7247Sg

●オープニング
 ワーグナー  ／ 歌劇「ローエングリン」より　第３幕への前奏曲

●楽器紹介
　～弦楽器・木管楽器・金管楽器・打楽器をお話しと演奏を交えながら紹介していきます～

●オペラ・アリア〔独唱曲＝ひとりで歌うこと〕
 プッチーニ  ／ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より　“私のお父さん”
  　 歌劇「トゥーランドット」より　“誰も寝てはならぬ”

●オペラ・デュエット〔二重唱曲＝ふたりで歌うこと〕
 レハール  ／ 歌劇「メリー・ウィドゥ」より　“ワルツ”

　　　　　　　　　　　　　　　　　
●校歌合唱

●指揮者体験コーナー　
 ビゼー  ／ 歌劇「カルメン」より　前奏曲

●共演コーナー（下記A～ Cから共演希望曲を1曲選択）
　オーケストラと一緒に演奏してみよう！！
　　Ａ．吹奏楽・金管バンド等との共演の場合
 ・ウィルソン ／ ７６本のトロンボーン
 ・ヤン・ヴァンデルロースト ／ アルセナール
 ・スーザ ／星条旗よ永遠なれ
　　Ｂ．合唱共演の場合
 ・杉本　竜一 ／ ビリーヴ
 ・久石　　譲 ／ 君をのせて
 ・村井　邦彦 ／ 翼をください
 ・松井　孝夫 ／ マイ バラード
　　C． ☆コロナ禍でのスペシャル企画☆ ～手拍子でオーケストラと共演しよう♪～
 ・シュトラウスＩ世 ／ラデツキー行進曲

●オーケストラ演奏
 エルガー ／ 行進曲「威風堂々」第１番

◆アンコール
　～オペラ歌手達の歌声と共に華やかなアンコール～
 ヴェルディ ／ 歌劇「椿姫」より　“乾杯の歌”

                                                                    かげき　                                                              だい     まく          ぜんそうきょく

   がっき　しょうかい

       げんがっき       　もっかんがっき　　  きんかんがっき           だがっき             はな          えんそう      まじ　　　　　　　しょうかい

                                                どくしょうきょく                        うた

                                                                    かげき                                                                             わたし         とう

                                                                    かげき                                                                       だれ       ね

                                                            にじゅうしょうきょく                        うた

                                                                    かげき                                                  

                                                                                                                                                                                                                                           

   こうか    がっしょう

      

      しきしゃ     たいけん   

                                                                    かげき                                                ぜんそうきょく

 

 きょうえん                                 かき                                 きょうえんきぼうきょく          きょくせんたく

                                    いっしょ      えんそう

                すいそうがく      きんかん                など          きょうえん     ばあい

                                                                             ぽん

                                                                 せいじょうき      えいえん                                                    

                がっしょうきょうえん    ばあい

                すぎもと     りゅういち

                ひさいし          じょう                       きみ

                 むらい        くにひこ                      つばさ

                 まつい         たかお

                                    か                                      きかく                 てびょうし                                          きょうえん

                                                 せい                                    こうしんきょく

                                     えんそう

                                                                   こうしんきょく     いふう  どうどう      だい    ばん

                     かしゅ   たち     うたごえ      とも     はな

                                                                    かげき      つばきひめ                      かんぱい     うた

※ 上記プログラムは一部変更になる可能性もあります。
じょうき                             いちぶ へんこう              かのうせい

                      さっきょくか                                              だいひょうさく

ちゅうかんぶ     で             ゆうだい 

だい         こっか                  した

イギリスの作曲家エドワード・エルガーの代表作で、
中間部に出てくる雄大なメロディはイギリスの
第２の国歌としても親しまれています。

                    さっきょくか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな              どうどう

せんりつ　いんしょうてき    さくひん                                                                 かざ
ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーの華やかで堂々とした
旋律が印象的な作品でコンサートのオープニングを飾ります！！

               はな              ばんそう     こうか       げんき      うた
オーケストラの華やかな伴奏で校歌を元気に歌いましょう！！

きみ      みらい                                                                    しき       たいけん
君も未来のマエストロ♪オーケストラの指揮を体験♪

こども                        ゆめ    きょうえん
オーケストラと子供たちによる夢の共演☆

                                                  さっきょくか                                                 さっきょく         かげき 

 つばきひめ        ゆうめい       かんぱい    うた       はな             えんそうかい     し
アンコールはイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディが作曲した歌劇
「椿姫」より有名な“乾杯の歌”で華やかに演奏会を締めくくります。

プロの歌手達による歌声を女性・男性２曲続けてお届けします！
かしゅ  たち              うたごえ   じょせい     だんせい   きょくつづ            とど

プロの歌手達によるオペラ・デュエット
曲をお届けします！

                かしゅ たち

きょく       とど

バスクラリネット クラリネット

トランペットは、オーケストラの中
で高い音を担当し、迫力のある
輝かしい響きが特長です。金管
楽器（ホルン・トランペット・トロン
ボーン・チューバ）は、マウスピー
スを楽器につけて唇を振動させ
て音を出します。

クラリネットは、オーボエと同じグラナ
ディラという黒い木でできています。見
た目はオーボエと似ていますが、リード
は１枚で演奏します。

バスクラリネットはクラリネットの約２倍
の長さがあり、クラリネットより１オクター
ブ低い音が出ます。

                                                                 なか

     たか     おと      たんとう      はくりょく             

かがや           ひび          とくちょう            きんかん

 がっき

           がっき                    くちびる しんどう

     おと     だ

                                                          おな

                         くろ      き                                         み

   め                                 に

      まい     えんそう

                                                                     やく    ばい

  なが

  ひく    おと      で

イングリッシュホルン

コントラファゴット

ファゴットは楓からできていて、 
イタリア語で“まきの束”という
意味です。伸ばすと２ｍ６０ｃｍ
もあり、木管楽器の中では低い
音域を担当します。

コントラファゴットはファゴット
の約２倍の長さがあり、ファ
ゴットよりもさらに1オクターブ
低い音が出ます。オーケストラ
で使用される管楽器の中で最
も低い音を出すことが出来る
と言われています。また、管の
長さは約６ｍもあり重さは約６
kgあります。

オーボエは、リードと呼ばれる先
の薄い板状のものを２枚合せ
て、それらを振動させて音を出
します。オーケストラは演奏が    
はじまる前に、オーボエの“ラ”
の音から音あわせをします。

イングリッシュホルンはオーボ
エよりも少し長く楽器の先端
部が洋梨の様な形に丸く膨ら
んでいるのが特徴です。オーボ
エよりも少し低い音が出てその
特徴的な音色でオーケストラに
おいてはソロ楽器としてよく使
われます。

                          かえで

                   ご                        たば

  いみ                  の

                 もっかんがっき       なか          ひく

おんいき    たんとう

      やく     ばい      なが

ひく     おと       で

      しよう                  かんがっき       なか    もっと

     ひく      おと      だ                        でき

      い                                                くだ

なが         やく                       おも          やく

                                             よ                さき

     うす     いたじょう                         まい あ

                            しんどう               おと      だ

                                                     えんそう

                   まえ

     おと          おと

                    すこ     なが      がっき        せんたん

 ぶ       ようなし      よう    かたち    まる     ふく

                             とくちょう

                  すこ     ひく     おと      で

とくちょうてき    ねいろ

                               がっき                         つか

                                                       おお              ちが     

たいこ       あしもと                                  おんてい     

 か                     えんそう

     なか          だい            しきしゃ         よ

じゅうよう  はしら             がっき

                      げん             ほん

                          ゆび

          えんそう                     

 み        め      おと                    

はな

 おおだいこ         こだいこ

          し                     がっき                          

 で                          だがっき       はい

                                えんそう                  

はな

                                   げんがっき

なか     いちばんちい

たか     おと      で               げんがっき

                                        がっき

    ほん      げん

ゆみ                      えんそう

   しきしゃ                                   

                     やく              きょく

はや           おと      つよ

                       えんそう  

ぜんたい      しじ        だ

                                   

            よ                  ぼう

 がっき       ささ           えんそう

                 おも     ていおん

たんとう

                                   

       なかま             いちばん おお

                                       した

                      ささ          えん      した

ちからも                   おも          やく

げん がっき

もっかん  がっき

きんかん  がっき

 だ   がっき

おお  だいこ

  こ   だいこ

だい

だい

                                                      きんかんがっき

                       よ                      じ がた     くだ      の

ちぢ                       おと      だ                とくちょう

                                                                                 ひとまわ

おお          ひく      おと     だ

                          むかし      き

                                           

げんざい     きんぞく

はんぶん                  おお

                                なか     

いちばんたか   おと      で

                           

きんかんがっき      なか    いちばん

おお          がっき

ひく    おと      で

                            ぜんたい 

つつ      こ       ふと           

ゆた          おと      で

                         み       め

             かたち             がっき                    くだ      

なが          の                やく

                     おと     で                              て       

 い　　　  えんそう                  とくちょう

しきしゃ

ビオラは、バイオリンよりも少
し大きく、低い音が出ます。

                                                          すこ

    おお           ひく     おと      で



みなさんこんにちは！！　みんなはコンサートに行く機会はありますか？
せっかくだから、今日は、 生の歌と生のオーケストラを、 目や耳だけでなく、
身体中で音楽を味わって、 楽しんで下さいね！！

文化芸術による子供育成総合事業
―巡回公演事業―

〈オーケストラ公演〉

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

文化芸術による子供育成総合事業―巡回公演事業―

　我が国の一流の文化芸術団体が、小学校・中学校等において公演し、子供

たちが優れた舞台芸術を鑑賞する機会を得ることにより、子供たちの発想力や

コミュニケーション能力の育成、将来の芸術家の育成や国民の芸術鑑賞能力の

向上につなげることを目的としています。

　事前のワークショップでは、子供たちに実演指導又は鑑賞指導を行います。

また、実演では、できるだけ子供たちにも参加してもらいます。

わ くに いちりゅう

のうりょく こくみん げいじゅつかんしょうのうりょく

もくてき

じぜん こども またじつえんしどう おこなかんしょうしどう

じつえん こども さんか

こうじょう

いくせい しょうらい げいじゅつか いくせい

ぶんかげいじゅつだんたい しょうがっこう ちゅうがっこうなど こうえん こども

すぐ ぶたいげいじゅつ かんしょう きかい え こども はっそうりょく

ぶんか げいじゅつ こども いくせい じぎょうそうごう じゅんかい こうえん じぎょう

ソプラノ：端山 梨奈 
  はやま　        りな

こんにちは！　
みなさんはオペラやオーケストラの生演奏を観たり聴いたことがありますか？　
マイクを通さない生の音が、みなさんの身体に届いて会場いっぱいに響いた時、
どんな事を感じるでしょう？　会えるのをとっても楽しみにしています！

 おおさかおんがくだいがくそつぎょう きょうとしりつげいじゅつだいがく だいがくいん    しゅせき    しゅうりょう だいがくいんしょう  じゅしょう

               ねん                           けっこん                       やく                                                       ご      まてき     よる      じょおう

                                                                                          こ                  まほう      ひ    ひめ

                                   きし                                    たすう                          しゅつえん  きょうとし  こうきょうがくだん    にほん                            こうきょうがくだん

 おおさか                                         こうきょうがくだん    きょうえん                                                                                             めいきょく

                                                                                  くらぶ                       しゅつえん  せかい                かしょう                             あた          こえ

                  よせん                                   だい      かい せっつおんがくさい しょうれいしょうじゅしょう                                          うた                                       おお

 さか     こうし     にほん                             がっしょうだん                                              こうべし   こんせいがっしょうだん

                                                                                   なまえんそう       み             き

                    とお                なま      おと                                    からだ        とど          かいじょう                        ひび           とき

                こと     かん                                       あ                                         たの

大阪音楽大学卒業、京都市立芸術大学大学院を首席で修了。大学院賞を受賞。

2008年「フィガロの結婚」スザンナ役でオペラデビュー。その後「魔笛」夜の女王、パパゲーナ、「こう

もり」アデーレ、「ボエーム」ムゼッタ、「子どもと魔法」火、姫、うぐいす、「メリーウィドウ」ヴァランシエ

ンヌ、「ばらの騎士」ゾフィーなど多数のオペラに出演。京都市交響楽団、日本センチュリー交響楽団、

大阪フィルハーモニー交響楽団と共演。NHK-FM「ニューエイジ・クラシック」「名曲リサイタル」、

NHK BS プレミアム「クラシック倶楽部」などに出演。世界オペラ歌唱コンクール「新しい声2007」

アジア予選ファイナリスト。第23回摂津音楽祭奨励賞受賞。ハルメク「あなたと歌うコンサート in 大

阪」講師、日本センチュリー合唱団ヴォイストレーナー、神戸市混声合唱団ソプラノパートリーダー。

子供達への
メッセージ

ぶんか

じゅんかい こうえん じぎょう

げいじゅつ こども いくせい そうごう じぎょう

こうえん

かん げん がく だん

１９７７年にユネスコの要請で設立された国際音楽評議会という会議で、翌年の１９７８年から毎年１０月１日を、世界の人々が音楽
を通じてお互いに仲良くなり交流を深めていくために「国際音楽の日」とすることとしました。
日本では、１９９４年から毎年１０月１日を「国際音楽の日」と定めています。

知ってますか？　～１０月１日は「国際音楽の日」です～
し がつ たちつい こくさい おんがく ひ

ねん

つう

にほん ねん まいとし がつ たちつい こくさいおんがく ひ さだ

たが なかよ こうりゅう ふか こくさいおんがく ひ

ようせい せつりつ こくさいおんがくひょうぎかい かいぎ よくとし ねん まいとし がつ たちつい せかい ひとびと おんがく

令和 2年度
れいわ              ねんど

うた               しかい 

おおさかおんがくだいがく  おんがくがくぶ  せいがく がくか  そつぎょう  どうだいがく おんがくせんこうか しゅうりょう だいがく ざいがくじ        かんこく      けいめいだいがく

     こうりゅう     いっかん        かんこく                                                       ちょうちょうふじん                                 やく                                             も       まえ

     こうみょう           い           かがや              こえ      はながた                                         やく

                                                 あい     みょうやく

                                        もり       い                                がつ   へいし         な            あかおに   あかおに  ひゃくしょう

                                                             まじょ                                   まじよ                さまざま                          しゅつえん      こうえん       は

                                      だい く     など                                                                             きょうえん  

               など      きょく                                  うた        げんざい                こ                  せいがく                                          とうろく                         かみがた

               こうぼう                       おおさかおんがくだいがくえんそういん

                                                                                                             い       きかい

                                        きょう             なま      うた    なま                                               め       みみ

 からだじゅう      おんがく     あじ                    たの                くだ

テノール：島影 聖人

大阪音楽大学音楽学部声楽学科卒業、同大学音楽専攻科修了。大学在学時に韓国の啓明大学と

の交流の一環で、韓国・テグオペラハウスにて「蝶々夫人」ピンカートン役でオペラデビュー。持ち前

の巧妙さを活かし輝かしい声で花形からキャラクター役までこなすテノール。オペラでは「ラ・ボ

エーム」ロドルフォ、「愛の妙薬」ネモリーノ、「コジ・ファン・トゥッテ」フェランド、「ドン・ジョヴァンニ」

オッターヴィオ、「森は生きている」１１月・兵士、「泣いた赤鬼」赤鬼、百姓、「こうもり」アルフレード、

「ヘンゼルとグレーテル」魔女、「ルサルカ」魔女など、様々なオペラに出演し、好演を果たす。また

ベートーヴェン「第九」等でもソリストとしてオーケストラと共演する。ジャンルにとらわれず、ミュー

ジカル等の曲もコンサートで歌う。現在、びわ湖ホール声楽アンサンブルソロ登録メンバー、上方

オペラ工房メンバー、大阪音楽大学演奏員。

しまかげ　    きよひと

子供達への
メッセージ

歌と司会

是非子供の頃に、感覚が若いうちに、沢山の体験をして下さい。音楽も同じ。
テレビやパソコンの小さなスピーカーから聞こえてくる音楽は、
本当の音では有りません。
楽器の持つ「響き」を耳だけではなく肌で感じ、
その楽器たちが集まったオーケストラの「響き」を全身で味わってください。
今日の演奏会で皆さんが体験したことがないステキな感覚を残せるように
一生懸命演奏しますね。

牧村　邦彦

し             き

まきむら             くにひこ

   ぜひ    こども        ころ        かんかく      わか                       たくさん      たいけん               くだ              おんがく     おな

                                               ちい                                               きこ                         おんがく

ほんとう      おと             あ

 がっき        もつ         ひび             みみ                                はだ     かん

            がっき                   あつ                                                     ひび            ぜんしん      あじ

 きょう        えんそうかい     みな                 たいけん                                                        かんかく      のこ

いっしょうけんめいえんそう

子供達への
メッセージ

指  揮 大阪芸術大学卒業後、オーストリアのウィーン国立音楽大学にてO・スイットナー氏に師事する。帰

国後、関西フィルハーモニー、京都市交響楽団、広島交響楽団などと共演を重ね、大阪シンフォニ   

カー(現大阪交響楽団)指揮者として13年間、数百回の演奏会を指揮する。オペラの魅力にはまり

込み、再び新国立劇場公演の音楽スタッフから出直して、その活動の場を全国各地に広げ、正指

揮者を務めるザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団を中心に北は札幌交響楽団から南は琉球フィル

ハーモニックまで、各地のオーケストラとオペラ公演を指揮。そのレパートリーは70作品を超える。

オペラの普及に深く尽力し、子供のためのオペラ教室や、自身のお話で進めるレクチャーコンサー

トが好評をよんでいる。

おおさかげいじゅつだいがく そつぎょうご                                                  こくりつおんがくだいがく                                              し         しじ                  き

 こくご     かんさい                                          きょうとしこうきょうがくだん     ひろしまこうきょうがくだん             きょうえん   かさ        おおさか

            げんおおさかこうきょうがくだん  しきしゃ                         ねんかん すうひゃっかい    えんそうかい        しき                                   みりょく

 こ         ふた     しんこくりつげきじょうこうえん     おんがく                             でなお                         かつどう       ば      ぜんこく  かくち      ひろ        せい  し

 き  しゃ     つと                                                                   かんげんがくだん   ちゅうしん    きた     さっぽろこうきょうがくだん        みなみ  りゅうきゅう

                                          かくち                                                        こうえん       しき                                                        さくひん      こ

                    ふきゅう     ふか    じんりょく       こども                                    きょうしつ        じしん           はなし   すす

        こうひょう



弦楽器

4つのグループ

木管楽器

金管楽器

打楽器

第2
バイオリン

ビオラ

コントラバス

チェロ

指揮者

ピッコロ フルート オーボエ

ファゴット

トランペット トロンボーン バストロンボーン チューバ

ハープ

大太鼓

小太鼓

シンバル

など

ホルン

ティンパニ

第1
バイオリン

         おおさかおんがくだいがく　                                                                            せんぞく かんげんがくだん　                                 ねん　  がつ       そしき                          ていきえんそうかい                          ねん        がつ

                 かい                                                                                             しゅさい                    こうえん       かんげんがく　    たんとう　              ほっそく   とうしょ            がくせい　    けんきゅう   がくしゅう 

            がくがい                             ねん        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ひ　　  こ　　  こうえん　　              とうきょう　ぶんかかいかん　　　  しが    けんりつ げいじゅつげきじょう             こ

                    まゆずみとしろう  　きんかくじ　           かんげんがく       たんとう                 こうえん       ふく         たさい        えんそう かつどう        みと                                     ねん だい        かい おんがく

                    しょう     じゅしょう      いこう        おお                                   せいこう        こうけん                                          ねん　 がつ しんこくりつげきじょう　                           ちいきしょうへいこうえん　    だい　  かい 

          まつむらていぞう　   ちんもく            かんげんがく       たんとう      こうえん      おお           はんきょう       よ                                  ねん        がつ                                                                                 ちんもく

                          ねん        がつ                せいき　　                                                                     　　                かいてん            こうえん　　       ぶんかちょう  げいじゅつさい たいしょう    じゅしょう                     ねん どう 

                                                                                                                         こうえん             だい        かい  みつびし              しんたく  おんがくしょう     じゅしょう                         ねん

                                           まゆずみとしろう    きんかくじ               こうえん            だい     かい  みつびし しんたく おんがくしょう じゅしょう      つづ     かいきょ         は                                                        ねん        がつ      どう

                              すずき   ひであき   おにむすめこいのくびびき                                                                                                                   

           こうえん         きょうげん     のう       だいざい                  ないよう      じょう しつ      えんそう       たか      ひょうか                   ど   め

         ぶんかちょう  げいじゅつさいたいしょう        じゅしょう                     ねん そうりつ              しゅうねん きねん                      こうえん

                                                                                      こうえん              ぶんかちょう   げいじゅつさい ゆうしゅうしょう     じゅしょう 

      めいよ      しきしゃ              いいもり  のりちか      やました  かずふみ                                                          せいしきしゃ             おおかつ 

    しゅうや      まきむら  くにひこ       よう                          こうえき  しゃだん  ほうじん   にほん                                 れんめいじゅんかいいん

                   かん          あいしょう      した

「大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス」の専属管弦楽団として、1988年4月に組織された。定期演奏会は2019年11月
で56回となった。ザ・カレッジ・オペラハウス主催オペラ公演の管弦楽を担当。また発足当初より学生の研究、学習をサポー
ト。学外では1999年ザ・カレッジ・オペラハウスの引っ越し公演として、東京文化会館と滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールに
おいて黛敏郎《金閣寺》の管弦楽を担当。この公演を含む多彩な演奏活動が認められ、2000年第20回音楽クリティック・
クラブ賞を受賞。以降も多くのオペラの成功に貢献している。2005年9月新国立劇場における「地域招聘公演」第1回とし
て松村禎三《沈黙》の管弦楽を担当、公演は大きな反響を呼んだ。2005年10月ザ・カレッジ・オペラハウスでの《沈黙》およ
び2011年10月の20世紀オペラ・シリーズ、B.ブリテン《ねじの回転》の公演では文化庁芸術祭大賞を受賞。2013年同シ
リーズ、B.ブリテン《ピーター・グライムズ》の公演では第22回三菱UFJ信託音楽賞を受賞し、1997年ザ・カレッジ・オペラ
ハウスにおける黛敏郎《金閣寺》の公演での第6回三菱信託音楽賞受賞に続く快挙を果たした。さらに2014年10月の同
シリーズ、鈴木英明《鬼娘恋首引》およびB.ブリテン《カーリュー・リヴァー》
の公演は、狂言と能を題材にした内容と上質な演奏が高く評価され3度目
の文化庁芸術祭大賞を受賞。2015年創立100周年記念オペラ公演、G.
ヴェルディ《ファルスタッフ》の公演では文化庁芸術祭優秀賞を受賞。
名誉指揮者に飯森範親、山下一史、チャン・ユンスン、正指揮者に大勝
秀也、牧村邦彦を擁している。公益社団法人日本オーケストラ連盟準会員。
《オペ管》の愛称で親しまれている。

The College Operahouse Orchestra ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 

プログラム
はいち

オーケストラの配置

ハープは弦が４７本
はってあり、指ではじ
いて演奏します。
見た目も音もとても
華やかです。

大太鼓や小太鼓、シンバルなど
よく知っている楽器がたくさん
出てきます。打楽器が入ると
オーケストラの演奏がとても
華やかになります。

ホルンは、見た目はカタツムリの
ような形をした楽器ですが、管の
長さは伸ばすと約３ｍ７０ｃｍも
あります。音が出てくるベルに手を
入れて演奏するのが特徴です。

ティンパニは、いくつかの大きさの違う
太鼓を足元にあるペダルで音程を
変えながら演奏しています。オーケストラ
の中では第２の指揮者と呼ばれるくらい、
重要な柱となる楽器です。

フルートは、昔は木で
できていましたが、
現在は金属のものが
ほとんどです。

ピッコロは、フルートの
半分くらいの大きさで
オーケストラの中で
一番高い音が出ます。

チューバは、
金管楽器の中で一番
大きな楽器でとても
低い音が出ます。
オーケストラ全体を
包み込む太くて
豊かな音が出ます。

トロンボーンは、ほかの金管楽器にはない
スライドと呼ばれるU字型の管を伸ばしたり
縮めたりして音を出すのが特徴です。

バストロンボーンはトロンボーンより一回り
大きく、低い音が出しやすくなっています。

バイオリンは、弦楽器の
中で一番小さく、とても
高い音が出ます。弦楽器
（バイオリン・ビオラ・チェロ・
コントラバス）は楽器に
４本の弦がはってあり、
弓でこすって演奏します。

指揮者は、オーケストラ
のまとめ役です。曲の
速さや音の強さなど、
オーケストラが
どのように演奏するのか
全体に指示を出します。

チェロは、エンドピ
ンと呼ばれる棒で
楽器を支えて演奏
します。主に低音を
担当します。

コントラバスは、バイオリン
の仲間では一番大きく、
オーケストラを下から
しっかりと支える縁の下の
力持ちです。重さは約１０
kgあります。

かんげん    がくだん

オフィシャル・ホームページ：https://www.daion.ac.jp/campus/opera/opera-orchestra/
ツイッター：https://twitter.com/ohorchestra
フェイスブック：https://www.facebook.com/operahouseorchestra/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC2ra5QQCh41CVJVcu7247Sg

●オープニング
 ワーグナー  ／ 歌劇「ローエングリン」より　第３幕への前奏曲

●楽器紹介
　～弦楽器・木管楽器・金管楽器・打楽器をお話しと演奏を交えながら紹介していきます～

●オペラ・アリア〔独唱曲＝ひとりで歌うこと〕
 プッチーニ  ／ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より　“私のお父さん”
  　 歌劇「トゥーランドット」より　“誰も寝てはならぬ”

●オペラ・デュエット〔二重唱曲＝ふたりで歌うこと〕
 レハール  ／ 歌劇「メリー・ウィドゥ」より　“ワルツ”

　　　　　　　　　　　　　　　　　
●校歌合唱

●指揮者体験コーナー　
 ビゼー  ／ 歌劇「カルメン」より　前奏曲

●共演コーナー（下記A～ Cから共演希望曲を1曲選択）
　オーケストラと一緒に演奏してみよう！！
　　Ａ．吹奏楽・金管バンド等との共演の場合
 ・ウィルソン ／ ７６本のトロンボーン
 ・ヤン・ヴァンデルロースト ／ アルセナール
 ・スーザ ／星条旗よ永遠なれ
　　Ｂ．合唱共演の場合
 ・杉本　竜一 ／ ビリーヴ
 ・久石　　譲 ／ 君をのせて
 ・村井　邦彦 ／ 翼をください
 ・松井　孝夫 ／ マイ バラード
　　C． ☆コロナ禍でのスペシャル企画☆ ～手拍子でオーケストラと共演しよう♪～
 ・シュトラウスＩ世 ／ラデツキー行進曲

●オーケストラ演奏
 エルガー ／ 行進曲「威風堂々」第１番

◆アンコール
　～オペラ歌手達の歌声と共に華やかなアンコール～
 ヴェルディ ／ 歌劇「椿姫」より　“乾杯の歌”

                                                                    かげき　                                                              だい     まく          ぜんそうきょく

   がっき　しょうかい

       げんがっき       　もっかんがっき　　  きんかんがっき           だがっき             はな          えんそう      まじ　　　　　　　しょうかい

                                                どくしょうきょく                        うた

                                                                    かげき                                                                             わたし         とう

                                                                    かげき                                                                       だれ       ね

                                                            にじゅうしょうきょく                        うた

                                                                    かげき                                                  

                                                                                                                                                                                                                                           

   こうか    がっしょう

      

      しきしゃ     たいけん   

                                                                    かげき                                                ぜんそうきょく

 

 きょうえん                                 かき                                 きょうえんきぼうきょく          きょくせんたく

                                    いっしょ      えんそう

                すいそうがく      きんかん                など          きょうえん     ばあい

                                                                             ぽん

                                                                 せいじょうき      えいえん                                                    

                がっしょうきょうえん    ばあい

                すぎもと     りゅういち

                ひさいし          じょう                       きみ

                 むらい        くにひこ                      つばさ

                 まつい         たかお

                                    か                                      きかく                 てびょうし                                          きょうえん

                                                 せい                                    こうしんきょく

                                     えんそう

                                                                   こうしんきょく     いふう  どうどう      だい    ばん

                     かしゅ   たち     うたごえ      とも     はな

                                                                    かげき      つばきひめ                      かんぱい     うた

※ 上記プログラムは一部変更になる可能性もあります。
じょうき                             いちぶ へんこう              かのうせい

                      さっきょくか                                              だいひょうさく

ちゅうかんぶ     で             ゆうだい 

だい         こっか                  した

イギリスの作曲家エドワード・エルガーの代表作で、
中間部に出てくる雄大なメロディはイギリスの
第２の国歌としても親しまれています。

                    さっきょくか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな              どうどう

せんりつ　いんしょうてき    さくひん                                                                 かざ
ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーの華やかで堂々とした
旋律が印象的な作品でコンサートのオープニングを飾ります！！

               はな              ばんそう     こうか       げんき      うた
オーケストラの華やかな伴奏で校歌を元気に歌いましょう！！

きみ      みらい                                                                    しき       たいけん
君も未来のマエストロ♪オーケストラの指揮を体験♪

こども                        ゆめ    きょうえん
オーケストラと子供たちによる夢の共演☆

                                                  さっきょくか                                                 さっきょく         かげき 

 つばきひめ        ゆうめい       かんぱい    うた       はな             えんそうかい     し
アンコールはイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディが作曲した歌劇
「椿姫」より有名な“乾杯の歌”で華やかに演奏会を締めくくります。

プロの歌手達による歌声を女性・男性２曲続けてお届けします！
かしゅ  たち              うたごえ   じょせい     だんせい   きょくつづ            とど

プロの歌手達によるオペラ・デュエット
曲をお届けします！

                かしゅ たち

きょく       とど

バスクラリネット クラリネット

トランペットは、オーケストラの中
で高い音を担当し、迫力のある
輝かしい響きが特長です。金管
楽器（ホルン・トランペット・トロン
ボーン・チューバ）は、マウスピー
スを楽器につけて唇を振動させ
て音を出します。

クラリネットは、オーボエと同じグラナ
ディラという黒い木でできています。見
た目はオーボエと似ていますが、リード
は１枚で演奏します。

バスクラリネットはクラリネットの約２倍
の長さがあり、クラリネットより１オクター
ブ低い音が出ます。

                                                                 なか

     たか     おと      たんとう      はくりょく             

かがや           ひび          とくちょう            きんかん

 がっき

           がっき                    くちびる しんどう

     おと     だ

                                                          おな

                         くろ      き                                         み

   め                                 に

      まい     えんそう

                                                                     やく    ばい

  なが

  ひく    おと      で

イングリッシュホルン

コントラファゴット

ファゴットは楓からできていて、 
イタリア語で“まきの束”という
意味です。伸ばすと２ｍ６０ｃｍ
もあり、木管楽器の中では低い
音域を担当します。

コントラファゴットはファゴット
の約２倍の長さがあり、ファ
ゴットよりもさらに1オクターブ
低い音が出ます。オーケストラ
で使用される管楽器の中で最
も低い音を出すことが出来る
と言われています。また、管の
長さは約６ｍもあり重さは約６
kgあります。

オーボエは、リードと呼ばれる先
の薄い板状のものを２枚合せ
て、それらを振動させて音を出
します。オーケストラは演奏が    
はじまる前に、オーボエの“ラ”
の音から音あわせをします。

イングリッシュホルンはオーボ
エよりも少し長く楽器の先端
部が洋梨の様な形に丸く膨ら
んでいるのが特徴です。オーボ
エよりも少し低い音が出てその
特徴的な音色でオーケストラに
おいてはソロ楽器としてよく使
われます。

                          かえで

                   ご                        たば

  いみ                  の

                 もっかんがっき       なか          ひく

おんいき    たんとう

      やく     ばい      なが

ひく     おと       で

      しよう                  かんがっき       なか    もっと

     ひく      おと      だ                        でき

      い                                                くだ

なが         やく                       おも          やく

                                             よ                さき

     うす     いたじょう                         まい あ

                            しんどう               おと      だ

                                                     えんそう

                   まえ

     おと          おと

                    すこ     なが      がっき        せんたん

 ぶ       ようなし      よう    かたち    まる     ふく

                             とくちょう

                  すこ     ひく     おと      で

とくちょうてき    ねいろ

                               がっき                         つか

                                                       おお              ちが     

たいこ       あしもと                                  おんてい     

 か                     えんそう

     なか          だい            しきしゃ         よ

じゅうよう  はしら             がっき

                      げん             ほん

                          ゆび

          えんそう                     

 み        め      おと                    

はな

 おおだいこ         こだいこ

          し                     がっき                          

 で                          だがっき       はい

                                えんそう                  

はな

                                   げんがっき

なか     いちばんちい

たか     おと      で               げんがっき

                                        がっき

    ほん      げん

ゆみ                      えんそう

   しきしゃ                                   

                     やく              きょく

はや           おと      つよ

                       えんそう  

ぜんたい      しじ        だ

                                   

            よ                  ぼう

 がっき       ささ           えんそう

                 おも     ていおん

たんとう

                                   

       なかま             いちばん おお

                                       した

                      ささ          えん      した

ちからも                   おも          やく

げん がっき

もっかん  がっき

きんかん  がっき

 だ   がっき

おお  だいこ

  こ   だいこ

だい

だい

                                                      きんかんがっき

                       よ                      じ がた     くだ      の

ちぢ                       おと      だ                とくちょう

                                                                                 ひとまわ

おお          ひく      おと     だ

                          むかし      き

                                           

げんざい     きんぞく

はんぶん                  おお

                                なか     

いちばんたか   おと      で

                           

きんかんがっき      なか    いちばん

おお          がっき

ひく    おと      で

                            ぜんたい 

つつ      こ       ふと           

ゆた          おと      で

                         み       め

             かたち             がっき                    くだ      

なが          の                やく

                     おと     で                              て       

 い　　　  えんそう                  とくちょう

しきしゃ

ビオラは、バイオリンよりも少
し大きく、低い音が出ます。

                                                          すこ

    おお           ひく     おと      で
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