
Christmas Concert

日　　時 平成 27年 12月 12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

onccerrttttt

＊

＊

＊
＊

＊

＊

＊



1. チェリー
母の会／指揮 有馬 明子   作曲 草野 正宗

2. サンタが町にやってくる
さくら組／指揮 延嶋 優   作曲 J.F. クーツ

3. 記念樹
もも組／指揮 稲場 美穂   作曲 服部 克久

4. カントリーロード
ひまわり組／指揮 梅田 彩子  作曲 J.Denver

6. ゆかいな牧場～草競馬
はな組／指揮 芝田 夏穂   アメリカ民謡 作曲 S.C フォスター

7. 軍隊行進曲
そら組／指揮 小川 瑠衣子  作曲 F. シューベルト

5. ねこふんじゃった
ほし組／指揮 庄山 夏美   作曲 不詳

ママバンド

年中

年少

年長

せんせいバンド

10. 軽騎兵序曲
きく組／指揮 長吉 美穂   作曲 F. スッペ

うた 星になれたら   作詞 桜井 和寿 作曲 桜井和寿・寺岡呼人

11. 緑ケ丘幼稚園 園歌 作詞 有馬 篤樹　作曲 倉橋 たかし

作詞 野口 雨情　作曲 本居長世七つの子

9. ジョン・ウィリアムズ曲集パート I
すみれ組／指揮 黒澤 由香  作曲 ジョン・ウィリアムズ

うた 浜千鳥    作詞 鹿島 鳴秋 作曲 弘田 龍太郎
うた 野菊    作詞 石森 延男 作曲 下総 皖一

8. 「ウィリアム・テル序曲」より スイス独立軍の行進
うめ組／指揮 土屋 実加   作曲 G. ロッシーニ

うた 春風の中で   作詞・作曲 山崎 朋子

12. 上を向いて歩こう 作詞 永 六輔 作曲 中村 八大

午前の部



1. チェリー
母の会／指揮 有馬 明子   作曲 草野 正宗

2. 世界中のこどもたちが
 ちゅうりっぷ組／指揮 石田 有里  作曲 中川 ひろたか

3. 右から2番目の星
たんぽぽ組／指揮 草島 夕貴  作曲 S. フェイン

4. 渚にまつわるエトセトラ
ゆり組／指揮 谷澤 貴代子  作曲 奥田 民生

6. はたけのポルカ
にじ組／指揮 佐伯 彩奈   作曲 ポーランド民謡

7. 小さな世界
つき組／指揮 石原 美千代  作曲 シャーマン兄弟

5. アンパンマンのマーチ
ゆき組／指揮 古瀬 友紀   作曲 三木 たかし 

午後の部

ママバンド

年中

年少

年長

せんせいバンド

10.Jupiter
あんず組／指揮 新井 まゆみ  作曲 G. ホルスト

うた 旅立ちの日に   作詞 小嶋 登 作曲 坂本 浩美

11. 緑ケ丘幼稚園 園歌 作詞 有馬 篤樹 作曲 倉橋 たかし

作詞 野口 雨情 作曲 本居 長世七つの子

12. 上を向いて歩こう 作詞 永 六輔 作曲 中村 八大

9. 斎太郎節・北海盆唄
ふじ組／指揮 松井 瑠美   宮城県民謡　北海道民謡

うた 大きな古時計   作詞・作曲 ワーク 

無伴奏

8. エレクトリカル・パレード
ばら組／指揮 丸山 梨沙   作曲 ジャン・ジャック・ペリー
     　　 ガーション・キングスレイ その他
うた 絆    作詞・作曲 山崎 朋子



幼稚園で日々子ども達と接していると「えんちょうせんせい !」といつも元気に私に声をかけ、

挨拶をしてくれる場面がとてもたくさんあります。

子ども達は「意欲のかたまり」と言っても過言ではないくらい、どんなことにも目を輝かし、そして前向き

に意欲的に取組んでいます。本当に子どもらしく、明るく活気のある緑ケ丘幼稚園の子ども達です。

遊ぶ時は夢中でからだ全体で遊び、皆で協力して頑張る時は最後まで一生懸命頑張るという習慣が

日頃の園生活の積み重ねにより、よく出来ています。

幼児教育は人生の基礎・土台となるといわれますが、ノーベル経済賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授

は「5 歳までの教育が、人の一生を左右する」と述べ、特に最後まで忍耐強く頑張る力や社会適応能力等

「非認知スキル」と呼ばれる、この人生の根の部分の形成は社会にとっても極めて有益であると主張していま

す。緑ケ丘幼稚園の子ども達は適切な環境のなか多様な体験を重ねることにより、人生の根の部分がしっかり

と培われています。

今回のクリスマス音楽発表会に向けても、運動会明けから約 1 か月半楽しく、自分達の成長を喜びと感じ

ながらの取り組みとなりました。子ども達に練習期間中に何回か感想を聞くと、「もっと ( 幼稚園の ) ホール

で練習したい」という声がたくさん返ってきました。「楽しいから頑張る」という今後の人生の上でも必要な、

「ポジティブに生き抜く力」が着実に培われているようです。

緑ケ丘幼稚園の音楽発表会は他では類を見ない、オーケストラで使用する本物のティンパニー、コンサート

バス、マリンバ、ドラ、コンガ、ドラムセット、最新の電子楽器等々に囲まれ、鍵盤ハーモニカを主旋律と

するスケールの大きな素晴らしい演奏会となります。演奏する園児そしてご覧になるお客様全員が音楽に

癒され、感動するとても素敵なイベントになることと思います。

昨今幼稚園制度が待機児解消のもと、こども園や新制度等、質よりも量が中心になりがちですが、

ぜひ今回の緑ケ丘幼稚園音楽発表会を数多くの方にご覧いただき、質の高い幼児教育により、子ども達が

生き生きと、素晴らしい限りない力を発揮することを見届けていただければ幸いです。

学校法人有馬学園 緑ケ丘幼稚園

園長 有馬 篤樹

園長からクリスマス音楽発表会に向けてのメッセージ


