


ドラマチック スト ー リ ー おんがく えが ものがたリ

\ DORAMATIC STORY 音楽が描きだす物語／
じ だい かく めい じ

アドベンチャ ー めい おんがくか えが おと せかい ぼうけん

-Adventure! … 63名の音楽家が描く音の世界を冒険しよう！ 一

ものがたリ せかい うちゅう ゆうじん であ

《物語の世界へ！：宇宙からの友人との出会い》
えいが

ジョン ・ ウィリアムズ：映画「E.T.」メインタイトル
きょしょう さくひん

スクリーンミュ ージックの巨匠ジョン ・ ウイリアムズの作品には、「スター・ ウオ ーズ」や
かぞ めいきょく なら

「ハリー・ ポッター」など数えきれないほどの名曲が並びますが、
きょく フライング ゆうめい きょく

この「E.T.」のメインタイトル曲「Flying」もとても有名な曲で、
えいがこうかい ねんちか た いま たびたび と あ した

映画公開から40年近く経った今でも度々取り上げられ親しまれています。

おんがく がっきしょうかい しゅるいいじょう がっき にん おんがくか お な せかい たび

《音楽クイズ＆楽器紹介! : 20種類以上の楽器と60人の音楽家が織り成す世界への旅！》
おんがく

〉音楽なぞなぞ
どうぶつ きょく えんそう どうぶつ そうぞう き

ある動物をイメージした曲を演奏します。どんな動物か想像しながら聴いてみましょう。
がっき せかい たんけん

P楽器の世界を探検しよう！
がっき

オーケストラで使われる楽器にはどんなものがあるんだろう？どんな音がするのかな？
がっき おと たか ねいろ ちが

それぞれの楽器の、音の高さや音色の違いをたしかめてみましょう。
しきしゃ ちょうせん かげき とうぎゅうし

P指揮者に挑戦しよう！／ビゼー ：歌劇「カルメン」より_"闘牛士”

しきしゃ やくわり しき しかた だいひょっ しとっせいと みな

指揮者の役割や指揮の仕方をやさしくレクチャーし、代表の児童生徒の皆さんに
じっさい

実際にオーケストラを指揮していただきます。

かがや だいち なんおう じょうねつ ひび せかい

《スペインの輝く大地：南欧の情熱が響くオペラの世界！》
かげキ とうギゅうし

ビゼー：歌劇「カルメン」より “闘牛士”

ひとびと みりょう じょうねつ

人々を魅了する情熱のオペラ、カルメン。
さっきょくしゃ とくゆう した うつく せんりつ にんき ひみつ

作曲者であるビゼー特有の、親しみやすく、美しい旋律がその人気の秘密です。
なか とうぎゅうし だいひょう げんき み きょく

中でもこの「闘牛士」はカルメンを代表するとても元気に満ちあふれた曲となっています。

ふる よ でんとう くつがえ けっさく ねん とき こ ふへん

《古き良き伝統を覆した傑作・・・250年の時を越える普遍のメッセ ー ジ》
こうきょうきょ<t-孔ヽ ばん うんめい t孔ヽ がくしょう

ベートー ヴェン：交響曲第5番「運命」第1 楽章
こうきょうきょくだい ばん さっきょく ばんめ こうきょうきょく

ベートーヴェンの交響曲第5番は、その名のとおりベートーヴェンの作曲した5番目の交響曲で、
にほん うんめい めいしょう した おんがく だいめいし い よ

日本では「運命」の名称で親しまれています。クラシック音楽の代名詞と言っても良いほど、
ゆうめい きょく みな いちど みみ こと きょく

とても有名な曲ですので、皆さんも一度は耳にした事のある曲ではないでしょうか。

せい き

きゅうけい ぷん

● ● ● 休憩10分 ● ● ●

おんがく いったい

-20世紀が生んだアメリカ音楽＆オーケストラと一体になろう！ 一

せいき だいひょう さつきょくか せいたん ねん

《20世紀イギリスを代表する作曲家アー ノルド生誕100年》
ぶきょく だい がくしょう

マルコム ・ アー ノルド： 4つのスコットランド舞曲第1楽章
さっきょくか のぞ おんがく て が

イギリスの作曲家アーノルドは、オペラを除くあらゆるジャンルの音楽を手掛け、
なか えいがおんがく がわ だい じゅしょう

中でも映画音楽の「クワイ河マーチ」は大ヒットし、オスカーを受賞しています。
ぜん がくしょう こうせい きょく しきさいゆた

全4楽章で構成されているこの曲は、それぞれスコットランドの色彩豊かな
ぶきょく たく もち さくひん

舞曲が巧みに用いられた作品となっています。

なんおう う なんべい かいか せいたん ねん

《南欧で生まれ、南米で開花したタンゴの祖ピアソラ生誕100年》

ピアソラ：リベルタンゴ
ぜんえいは かつやく どくじ

ピアソラはアルゼンチン ・ タンゴの前衛派として活躍し、その独自のスタイルは
はかいしゃ よ ぜんきょく わた やくどう

「タンゴの破壊者」と呼ばれるほどでした。リベルタンゴは全曲に渡り躍動する
かん きょく なか とく にんき たか

リズム感とエネルギーにあふれ、ピアソラの曲の中でも特に人気の高いものです。

いっしょ おんがく たの

《オ ーケストラと 一緒に音楽を楽しもう！》
きょうえん なか せんた＜

｝オ ーケストラと共演！ 【① 一 ③の中から選択l
こうしんきよく つか つく きょうえん

①3つの「トルコ行進曲」を使ってリズムをみんなで作ろう！リズム共演
がっしょう きょうえん

②合唱との共演
すいそうがくぶ かんげんがくぶ きょうえん

③吹奏楽部 ・ 管弦楽部との共演
がっしょう かくこうこうか

｝合唱「各校校歌」
みな がっこう こうか えんそう

皆さんの学校の校歌がオーケストラで演奏されます！
はくりょく たの

迫力あるオーケストラサウンドをお楽しみください。

う てんさい けっさく

《アメリカが生んだ天オバーンスタインの傑作》

バーンスタイン：ミュ ー ジカル「ウエストサイドストーリー」セレクション
えいが したまち ぶたい

ミュ ージカル映画「ウエストサイドストーリー」は、ニュ ーヨ ークの下町を舞台に、
だん こうそう なか かっとう わかもの ば な いか

2つのギャング団の抗争の中で、葛藤する若者たちのやり場の無い怒りや、
たいりつ なか はな さ こい えが せかいてき だい

対立の中に花咲く恋を描き世界的な大ヒットとなりました。
なか にんき たか きょく

その中でも人気の高い7曲をメドレーでお聴きいただきます。
すてき き も なに お こころ

素敵な気持ち／マリア／何かが起こりそう／トゥナイト／ひとつの心／クール／アメリカ
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