
文化芸術による子供育成推進事業
―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推進事業―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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1988年「大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス」の劇場専属管弦楽

団として活動を始める。

名前のとおり“オペラ”の演奏を得意とし、これまでに東京文化会館・

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール・新国立劇場等のオペラ公演でも演

奏した。過去に携わったオペラ公演が「三菱UFJ信託音楽賞」「文化

庁芸術祭優秀賞」を受賞するなど、数々の受賞に貢献している。

公益社団法人日本オーケストラ連盟準会員。正式な名前が長いため、

短く《オペ管》のニックネームで親しまれている。

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
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小さい頃から歌うことと物語の世界に没頭することが大好きで、ひとり遊びと言えば

レコーダーに歌を吹き込んだり、本を読んだり。小学校でコーラス部に入りさらに歌う

ことが好きになり、小さい頃からの夢「歌のお姉さん」になりたい気持ちが深まる。高

校で音楽科へ進み、文化祭では仲間たちとミュージカルを上演したことにより、大好き

な歌と物語の両方があふれるミュージカルやオペラの魅力に取り憑かれる。その後、

国際コンクールの副賞でドイツの歌劇場に声をかけられ、オペラ「ヘンゼルとグレー

テル」や「ばらの騎士」に出演し、ますます舞台の魅力にハマる。今はソプラノ歌手とし

て舞台に立ち、小学生を対象としたオペラへの出演や、子供向けのオーケストラコン

サートへ出演したりと、子供の頃の夢だった、歌のお姉さんやソプラノ歌手として色々

なことに挑戦し続けている。
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指　揮　 井村 誠貴

1970年、大阪で生まれる。中学生の時にプロのオーケストラを指揮し、指

揮者を志す。これまでにホルンやサックス、リコーダー、打楽器など、様々な

楽器を経験し、大学へはコントラバスで大阪音楽大学に入学。在学中から

オペラ指揮の勉強を始める。オペラレパートリーは50作品を越え、2013

年には、年間オペラ公演回数が日本人第１位となった。その後、ミュージカ

ルの世界にも入り、「レ・ミゼラブル」や「マイ・フェアレディ」といった作品を

指揮した。今も沢山の「夢」を持って、一つ一つ実現できる様に、毎日頑

張っています。
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オーケストラの配置

①弦楽器

②木管楽器

③金管楽器

④打楽器

「弦」を弓で擦ったり、指ではじいて演奏する楽器
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ハープなど

笛の仲間。学校で習う「リコーダー」もこの仲間！
フルート、ピッコロ、オーボエ、クラリネット、ファゴットなど

ラッパの仲間。マウスピースを使い演奏する楽器   
ホルン、トランペット、トロンボーンなど

打つ（叩く）、擦る、振るなどして音を出す楽器
ティンパニ、大太鼓、小太鼓、タンバリン、トライアングルなど

オーケストラは、大きく4つのグループに分かれています。

※会場の大きさや曲によって、使用する楽器は変わります。
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《第1部》
●オープニング
 　ビゼー  ／ オペラ「カルメン」より　前奏曲

●楽器紹介

●オーケストラ演奏
 　マスカーニ ／ オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より　間奏曲

●オペラ・アリア
 　プッチーニ ／ オペラ「ラ・ボエーム」より　“私が街を歩くと”

《第 2部》
♬校歌合唱
 ～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！！～

♬指揮者体験コーナー
 　ビゼー ／ オペラ「カルメン」より　前奏曲

♬共演コーナー（どちらかを選択）
　　Ａ.合唱共演

 　杉本竜一 ／ ビリーヴ

　　Ｂ.リズム共演 ～からだでリズム～

 　ロッシーニ ／ オペラ「ウィリアム・テル」より　序曲

●オーケストラ演奏
 　チャイコフスキー ／ バレエ組曲「くるみ割り人形」より　花のワルツ
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フランスオペラの代表作として世界的に人気のある「カルメン」
の前奏曲。華やかにコンサートの幕開けです。

  げんがっき      もっかんがっき       きんかんがっき        だがっき       しょうかい
弦楽器・木管楽器・金管楽器・打楽器を紹介していきます。

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♪
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オーケストラと一緒に演奏しよう♪
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物語はクリスマスの夜のお話。おとぎの国の花たちが
ハープの音色に乗せて踊りだします。

 かしゅ       うたごえ     き
プロのオペラ歌手の歌声を聴いてみよう♪

 あま   うつく                                いんしょうてき                                                        ゆうめい      きょく
甘く美しいメロディーが印象的で、“アヴェ・マリア”としても有名な１曲。

プログラム

※ 上記プログラムは一部変更になる可能性もあります。
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