
Christmas Concert

日　　時 平成 23 年 12 月 10 日 ( 土 )
午前の部 午前 9時  開場
   午前 9時 20 分 開演
午後の部 午後 1時  開場
   午後 1時 20 分 開演
場　　所 パルテノン多摩大ホール

緑ケ丘幼稚園母の会



1. タッチ
母の会／指揮 有馬 明子   作曲 芹澤 廣明

2. 風になりたい
たんぽぽ組／指揮 石田 有里  作曲 宮沢 和史

3. 勇気 100%
ちゅうりっぷ組／指揮 田代 ひとみ 作曲 馬飼野 康二

4. おもちゃのシンフォニー
ゆり組／指揮 土屋 実加   作曲 L. モーツァルト

6. アイアイ
ほし組／指揮 庄山 夏美   作曲 宇野 誠一郎

7. 南の島のハメハメハ大王
はな組／指揮 松井 瑠美   作曲 森田 公一

8. くまのプーさん
ゆめ組／指揮 長吉 美穂   作曲 シャーマン兄弟

5. アビニョンの橋で
ゆき組／指揮 石原 美千代  フランス民謡

午前の部

ママバンド

年中

年少

年長

せんせいバンド

9.タイタニックより 愛のテーマ・彼こそが海賊だ

ばら組／指揮 早坂 瞳   作曲 J. ホーナー
     作曲 クラウス・バデルト
うた しゃぼんだま   作詞 野口 雨情 作曲 中山 晋平
 浦島太郎   文部省唱歌 編曲 小阪 恵一

(パイレーツ・オブ・カリビアンより)

10. スターウォーズのテーマ
すみれ組／指揮 谷澤 貴代子  作曲 J. ウィリアムス

うた 春の小川   作詞 高野 辰之 作曲 岡野 貞一
 夕焼小焼   作詞 中村 雨紅 作曲 草川 信

11. ふるさと 作詞 高野 辰之 作曲 岡野 貞一

作詞 有馬 篤樹 作曲 倉橋 たかし緑ケ丘幼稚園 園歌

12. 映画音楽メドレー

無伴奏



1. タッチ
母の会／指揮 有馬 明子   作曲 芹澤 廣明

2. クラリネットをこわしちゃった
ひまわり組／指揮 堀口 詩織  フランス民謡

3.「白雪姫」より“ハイ・ホー”
もも組／指揮 丸山 梨沙   作曲 F. チャーチル

4. フック オン ベートーヴェン
さくら組／指揮 川上 明日香  作曲 L.V. ベートーヴェン

6. ドラえもんのうた
にじ組／指揮 梶原 由佳   作曲 菊池 俊輔

7. ゆかいな牧場～草競馬
そら組／指揮 柳瀬 怜子   アメリカ民謡～S.C. フォスター

5. 森のくまさん
つき組／指揮 梅田 彩子   アメリカ民謡

午後の部

ママバンド

年中

年少

年長

せんせいバンド

8. 新世界交響曲 第四楽章より
ふじ組／指揮 小川 瑠衣子  作曲 A. ドヴォルザーク

うた 赤とんぼ   作詞 三木 露風 作曲 山田 耕作
 ふじの山   作詞 巖谷 小波 編曲 小阪 恵一

9. 坂本九メドレー 見上げてごらん夜の星を 上を向いて歩こう
きく組／指揮 新井 まゆみ  作詞 いづみ たく 作曲 中村 八大

うた 小さい秋みつけた  作詞 サトウ ハチロー 作曲 中田 喜直 
 どこかで春が   作詞 百田 宗治 作曲 草川 信

10. スカイ・ハイ
うめ組／指揮 内田 早香   作曲 D.Dyer

うた 通りゃんせ   わらべうた 編曲 小阪 恵一
 海    文部省唱歌 編曲 小阪 恵一

11. ふるさと 作詞 高野 辰之 作曲 岡野 貞一

作詞 有馬 篤樹 作曲 倉橋 たかし緑ケ丘幼稚園 園歌

12. 映画音楽メドレー

無伴奏




