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大阪府合唱映像フェスティバル〔2021年2月26日最終版〕 
 

１．合唱団かえで（混声） 指揮＝天川雅俊 ピアノ＝田所千佳 

   心の瞳（作詩：荒木とよひさ／作曲：三木たかし／編曲：横山潤子） 

 

２．男声合唱団「ＤＯＹＡ」（男声） 指揮＝岩井孝司 ピアノ＝西野朱美 

   Set down Servant（編曲：横山 昭） 

 

３．合唱団 大阪コンソート（混声） 指揮＝富岡 健 ピアノ＝西岡知子・井上なおみ・草野和美 

   小さな幸せ（作詩＆作曲：谷本智子／編曲：富岡 健） 

 

４．OSAKA MEN'S CHORUS（男声） 指揮＝安井直人 ピアノ＝岡本佐紀子 

   落語による男声合唱組曲「おとこはおとこ」から 

   東西なぞなぞ合戦（作詩：阪田寛夫／作曲：大中 恩） 

 

５．OSAKA MEN'S CHORUS（男声） 

        指揮＝安井直人 

        ウミネコ楽団（クロマチック・アコーディオン＝五月エコ ウッド・ベース＝新井洋平） 

   Sailing! Sailing!（編曲：OSAKA MEN'S CHORUS） 

   Erie Canal（編曲：Roger Wagner） 

   Boston Come All-Ye（編曲：福永陽一郎） 

 

６．レディース シンガーズ Sophia（女声） 指揮＝杉田結里 

   さとう恭子の詩による愛唱歌集「やさしさに包まれて」から 

   あこがれの大地へ（作詩：さとう恭子／作曲：松下 耕） 

   「木下牧子女声合唱曲選 ア・カペラ篇」から 鷗（作詩：三好達治／作曲：木下牧子） 

 

７．男声合唱団「ＤＯＹＡ」（男声） 指揮＝岩井孝司 

   Stodolè Pumpa（Czech Traditional／編曲＝Alice Parker・Rober Shaw） 

 

８．パナソニック合唱団（混声） 指揮＝本城正博 ピアノ＝Steve Dobrogosz／弦楽＝芦屋交響楽団 

   「MASS ROMANUM」から JUPITER・DIANA（作曲：Steve Dobrogosz） 

 

９．パナソニック合唱団（混声） 指揮＝本城正博 

   「無伴奏二重合唱のためのミサ曲」から Credo（作曲：Frank Martin） 
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10．女声合唱団コカリナ（女声） 指揮＝松元佐和子 ピアノ＝森 薫 

   女声合唱とピアノのための「あなたへのうた」から 

   あなたへのうた（作詩：栗原 寛／作曲：大藤 史／編曲：高橋直成） 

 

11．男声合唱団「ＤＯＹＡ」（男声） 指揮＝岩井孝司 

   いざ起て戦人よ〈The song of the soldier〉 

   （作詩：Daniel Webster Whittle／訳詩：藤井泰一郎／作曲：James McGranahan／編曲：Charles M.Alexander） 

 

12．ル・ヴァン エレガンテ（女声） 指揮＝松元佐和子 ピアノ＝家木真美・小川令子 

   寺山修司の詩による６つのうた「思い出すために」から 

   思い出すために・種子（作詩：寺山修司／作曲：信長貴富） 

 

13．立花女声コーラス（女声） 指揮＝辻 敏治 ピアノ＝今田 薫 

   春の信仰（作詩：ルートヴィッヒ・ウーラント／作曲：フランツ・シューベルト／訳詩＆編曲：辻 敏治） 

   ます（作詩：クリスティアン・フリードリヒ・シューバルト／作曲：フランツ・シューベルト／訳詩＆編曲：辻 敏治） 

 

14．立花女声コーラス（女声） 指揮＝辻 敏治 ピアノ＝今田 薫 

   小さな星（作詩＆作曲：辻 敏治） 

 

15．立花女声コーラス（女声） 指揮＝辻 敏治 ピアノ＝今田 薫 

   女声合唱組曲「尼崎」から ロマンティック寺町（作詩＆作曲：辻 敏治） 

 

16．立花女声コーラス（女声） 指揮＝辻 敏治 ピアノ＝今田 薫 

   花（作詩：武島羽衣／作曲：瀧 廉太郎／編曲：辻 敏治） 

   雨（作詩：北原白秋／作曲：弘田龍太郎／編曲：辻 敏治） 

 

17．立花女声コーラス（女声） 指揮＝辻 敏治 ピアノ＝今田 薫 

   女声合唱組曲「川と少年」から 早春の川（作詩＆作曲：辻 敏治） 

 

18．立花女声コーラス（女声） 指揮＝辻 敏治 ピアノ＝今田 薫 

   女声合唱組曲「川と少年」から 白鷺（作詩＆作曲：辻 敏治） 

 

19．立花女声コーラス（女声） 指揮＝辻 敏治 ピアノ＝今田 薫 

   女声合唱組曲「川と少年」から ダム（作詩＆作曲：辻 敏治） 

 

20．立花女声コーラス（女声） 指揮＝辻 敏治 ピアノ＝今田 薫 

   女声合唱組曲「川と少年」から 夏涸れ（作詩＆作曲：辻 敏治） 
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21．立花女声コーラス（女声） 指揮＝辻 敏治 ピアノ＝今田 薫 

   牧歌〜月の女神アルテーミスと羊飼〜（作詩＆作曲：辻 敏治） 

 

22．合唱団かえで（混声） 指揮＝天川雅俊 ピアノ＝田所千佳 エレクトーン＝亀井杏菜 

   組曲「Ray of Water」から 

   第三楽章 Journey to Harmony（作詩：岡田惠和／作曲：菅野よう子／編曲：田原晴海） 

 

23．男声合唱団「ＤＯＹＡ」（男声） 指揮＝岩井孝司 ピアノ＝西野朱美 

   男声合唱とピアノのための抒情曲集「犀川」から 松の花（作詩：大木惇夫／作曲：磯部 俶／編曲：須賀敬一） 

 

24．四天王寺高校中学校コーラス部（女声） 指揮＝槇 楓子 ピアノ＝田中乃愛 

   同声（女声）合唱とピアノのための「歌いたがりの歌の歌」から 

   もしも歌がなかったら（作詩：宮本益光／作曲：加藤昌則） 

 

25．四天王寺高校中学校コーラス部（女声） 指揮＝武田有里子 ピアノ＝橋本佳奈 

   女声合唱とピアノのための「愛の詩集」から 

   一詩人の最後の歌（作詩：Hans Christian Andersen／訳詩：山室 静／作曲：松下 耕） 

 

26．男声合唱団「ＤＯＹＡ」（男声） 指揮＝岩井孝司 ピアノ＝西野朱美 

   「磯部 俶抒情曲集」から ふるさと（作詩：室生犀星／作曲：磯部 俶／ピアノ譜：加藤崇子） 

 

27．かつらぎ会合唱団（混声） 指揮＝石若雅弥 ピアノ＝岡田典子 

   混声合唱組曲「このみちをゆこうよ」から 

   月のひかり・このみち（作詩：金子みすゞ／作曲：石若雅弥） 

 

28．かつらぎ会合唱団（混声） 指揮＝阿部良行 ピアノ＝岡田典子 

   「サウンド・オブ・ミュージック」から 

   私のお気に入り（作詩：Oscar HammersteinⅡ／訳詩：竹中美佳／作曲：Richard C.Rodgers／編曲：北野 實） 

   ドレミの歌（作詩：Oscar HammersteinⅡ／訳詩：ペギー葉山／作曲：Richard C.Rodgers／編曲：北野 實） 

 

29．豊中混声合唱団（混声） 指揮＝西岡茂樹 ピアノ＝武知朋子 

   群青（作詩：福島県南相馬市立小高中学校平成24年度卒業生／構成＆作曲：小田美樹／編曲：信長貴富） 

 

30．かつらぎ会合唱団（混声） 指揮＝阿部良行・韓 庚姫 ピアノ＝岡田典子 

   【練習風景】夢みたものは…（作詩：立原道造／作曲：木下牧子） 

   【練習風景】混声合唱組曲「君死にたまふことなかれ」から 

         不思議の街（作詩：与謝野晶子／作曲：石若雅弥） 

   はじまりの海へ（作詩：阪田寛夫／作曲：大中 恩） 
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31．大阪混声合唱団（混声） 指揮＝谷 幹夫 ピアノ＝柳本記代子 

   混声合唱とピアノのための「良寛相聞」から 相聞Ⅱ／夢の世に（作詩：良寛・貞心尼／作曲：千原英喜） 

 

32．Sotto Voce（女声） 指揮＝飯沼京子 ピアノ＝村上 果 

   女声合唱のための「平田あゆみ小品集」から 

   かくれんぼ・みいちゃった（作詩：高丸もとこ／作曲：平田あゆみ） 

 

33．合唱団かえで（混声） 指揮＝天川雅俊 ピアノ＝田所千佳 

   混声合唱のための「合唱でスポ根」から 

   アタック№１のテーマ（作詩：東京ムービー企画部／作曲：渡辺岳夫／編曲：田中達也） 

34．大阪成蹊女子高校コーラス部（女声） 指揮＝安川裕子 ピアノ＝岩本千佳子 

   ときめくレモン（作詩：野呂 昶／作曲：大澤弘之） 

 

35．大阪成蹊女子高校コーラス部（女声） 指揮＝安川裕子 ピアノ＝岩本千佳子 

   瑠璃色の地球（作詩：松本 隆／作曲：平井夏美／編曲：今村 康） 

 

36．大阪成蹊女子高校コーラス部（女声） 指揮＝安川裕子 ピアノ＝和泉真子 

   「メリーポピンズ」から スーパーカリフラジリスティクエクスピアリドーシャス 

   （作詩＆作曲：Richard M.Sherman And Robert B.Sherman／編曲：大田桜子） 

 

37．大阪府立春日丘高校音楽部（混声） 指揮＝石田佳奈 ピアノ＝高山真翠 

   映画「天気の子」から 

   グランドエスケープ（Movie edit）feat.三浦透子（作詩＆作曲：野田洋次郎／編曲：田中和音） 

 

38．大阪府立春日丘高校音楽部（混声） 指揮＝森田健太郎 ピアノ＝石田佳奈 

   僕のこと（作詩＆作曲：大森元貴／編曲：黒田賢一） 

 

39．混声合唱団Shall We Sing?（混声） 指揮＝石若雅弥 ピアノ＝濱田大慶 

   カイト（作詩＆作曲：米津玄師／編曲：石若雅弥） 

 

40．混声合唱団Shall We Sing?（混声） 指揮＝石若雅弥 ピアノ＝濱田大慶 

   パプリカ（作詩＆作曲：米津玄師／編曲：石若雅弥） 

 

41．混声合唱団Shall We Sing?（混声） 指揮＝石若雅弥 

   混声合唱とピアノのための「新しい歌」[改訂版]から 

   うたを うたう とき（作詩：まど･みちお／作曲：信長貴富） 
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42．混声合唱団Shall We Sing?（混声） 指揮＝石若雅弥 ピアノ＝濱田大慶 

   混声合唱とピアノのための「新しい歌」[改訂版]から きみ歌えよ（作詩：谷川俊太郎／作曲：信長貴富） 

 

43．エコーきさらぎ（女声） 指揮＝松尾卓郎 ピアノ＝谷口敦子 

   女声合唱組曲「心の四季」から 風が（作詩：吉野 弘／作曲：髙田三郎） 

 

44．エコーきさらぎ（女声） 指揮＝松尾卓郎 ピアノ＝谷口敦子 

   女声合唱組曲「心の四季」から 山が・愛そして風（作詩：吉野 弘／作曲：髙田三郎） 

 

45．りそな合唱団（混声） 指揮＝松浦周吉 ピアノ＝宮崎 剛 

   「MISSA SOLEMNIS in B dur《Heilig Messe》」から Kyrie（作曲：Joseph Haydn） 

 

46．りそな合唱団（混声） 指揮＝松浦周吉 ピアノ＝宮崎 剛 

   「Requiem in B flat minor, op.89」から Requiem Aeternam（作曲：Antonín Leopold Dvořák） 

 

47．りそな合唱団（混声） 指揮＝松浦周吉 ピアノ＝宮崎 剛 

   「MAGNIFICAT」から Gloria Patri（作曲：John Rutter） 

 

48．りそな合唱団（混声） 指揮＝辻 正喜 ピアノ＝長田育忠 

   For the Beauty of the Earth（作曲：John Rutter） 

 

49．りそな合唱団（混声） 指揮＝辻 正喜 ピアノ＝長田育忠 

   混声合唱とピアノのための「もうひとつのかお」から 愛（作詩：谷川俊太郎／作曲：鈴木輝昭） 

 

50．りそな合唱団（混声） 指揮＝太田 務 オルガン＝高橋陽子 

   And I Saw a New Heaven（作曲：Edgar L. Bainton） 

 

51．りそな合唱団（混声） 指揮＝飯沼京子 ピアノ＝高橋陽子 

   混声合唱とピアノのための組曲「ある真夜中に」から 寂庵の祈り（作詩：瀬戸内寂聴／作曲：千原英喜） 

 

52．りそな合唱団（混声） 指揮＝飯沼京子 ピアノ＝高橋陽子 

   混声合唱とピアノのための組曲「ある真夜中に」から ある真夜中に（作詩：瀬戸内寂聴／作曲：千原英喜） 

 


