
山口県音楽教育連盟
平成29年度

ご あ い さ つ
山口県音楽教育連盟 会長 三 原 裕 人

桜の春を迎え、各校におかれましては、平成２８年度の成果をふまえ更なる
飛躍をめざして、新年度の学校運営にお取り組みのこととお喜び申し上げます。
本連盟は、山口県内の保育園から高校まで、すべての子どもたちの音楽的な

レベルの向上と音楽教育の質の向上を図るとともに、県下の多くの連盟会員（音
楽教育に携わる全ての教職員）が情報を共有し教育実践に参加すること、活動
の様子を広く知ってもらうことなどをめざして活動しております。
本連盟では、総務部を中心に、４つの事業部で、「学生音楽コンクール」（第 1

事業部）「合奏コンクール」（第 2事業部）「合唱コンクール」「創作コンクール」
（第３事業部）の各コンクールを運営しております。また、「ホームページによる各研究会等の案内、
広報」（第 4 事業部）をとおして、本連盟の活動を広く県民の皆様に知っていただくことにしており
ます。
第６４回となる山口県学生音楽コンクールには、５部門に５６３人の児童生徒の参加がありました。
また、第５回山口県学校合奏コンクールは、小学校の部に１０団体３０９人、中学校の部に２１団

体８０１人、高等学校の部に２７団体１１８１人の参加を得て開催することができました。各部の代
表３校は、福島県郡山市で開催されました第５回日本学校合奏コンクールグランドコンテストに出場
しております。
山口県学校合唱コンクールは、小学校重唱の部に３３団体１５２人、同合唱の部に５団体１９４人、

中学校重唱の部に１４団体７５人、同合唱の部に１団体１８人の参加がありました。
第６１回山口県音楽創作コンクールには、歌曲部門小学校の部に４校１２作品、同中学校の部に３

校１０作品、器楽部門小学校の部に１校１作品、高等学校の部に１校１作品の参加がありました。
昨年度、本連盟主催のコンクールに、延べ３３１７人の参加をいただいたことになります。参加い

ただきました皆様、準備運営にあたっていただきました関係者の方々に、あらためて厚くお礼申し上
げます。
昭和２８年に発足いたしました本連盟は、６４年の長きにわたり、先輩諸氏の献身的な努力により、

“音楽教育の振興”と“音楽文化の向上”をめざした取組を脈々と受け継ぎ、山口県の音楽教育の進
展に寄与してまいりました。この伝統を守りながら、保・幼・小・中・高の会員が連携して一貫した
音楽教育を進めるとともに、新しい時代の風を吹き込みながら精進していくことで、子どもたちにし
っかりとした音楽的な力をつけてまいりたいと考えます。
５年後の平成３４年度には、全日本音楽教育研究会全国大会を中国四国音楽研究大会と兼ねて山口

県で開催します。全国大会の開催に向けては、校種間や会員相互の連携をより一層強め、総力を挙げ
て取り組んでいく必要があります。そのためにも、本連盟が取り組んでいます諸事業を見直していく
ことも必要になってまいりますので、御理解･御協力をいただきますようお願いします。
音楽教育連盟の活動に際しましては、山口県教育委員会をはじめ多くの関係機関の御支援と御協力

を賜っておりますことに深く感謝申し上げまして、ごあいさつといたします。

第４８回中国・四国音楽教育研究大会 香川大会 について

上記大会が次のとおり開催されますので、多数のご参加がありますようご案内いたします。

１ 大会主題 「つなげよう 音と心 ときめく瞬間」
２ 期 日 平成２９年１０月２７日（金）
３ 会 場 香川県観音寺市、三豊市
４ 概 要
校 種 校 種 別 研 究 主 題 会 場
幼稚園 心はずませ表現しよう つながり合うってうれしいね 三豊市立詫間幼稚園
小学校 感じ 表し 伝え合おう 音と心のハーモニー 観音寺市立柞田小学校
中学校 つながる瞬間 観音寺市立中部中学校

～自ら学び，感動を共有する音楽学習をめざして～ 三豊市立豊中中学校
高等学校 音楽でつながる 人とつながる 観音寺市民会館
・午前：校種別研究会（公開授業（保育）研究協議、提案・実践発表 等）
・午後：全体会（全体講評【津田 正之 氏】・記念講演【國末 貞仁 氏】）

５ 参 加 費 ５，０００円
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H28.8.2 山口市民会館　他

コンクール大賞

各部門入賞者(金賞受賞者)

部門 部 部門 部

華浦小 西山　 　結 華浦小 千々松爽夏

大殿小 雪野　亜弥 徳山小 田内　琴子

梅光学院中 重中　瑠璃 公集小 深町　遥仁

川西中 福嶌　　 菫 柳北小 大和　瑠花

野田学園中 古賀　千春 附属光小 田村駿乃介

梅光学院高 千住　悠紀 西山小 松本　奈三

山口高 田邊　実優 遠石小 上野　莉空

松陰高 柴田　優香 小郡南小 原田　奈々

弦楽 高等学校 梅光学院高 山賀　聖太 華浦小 和田ゆりの

木琴等 高等学校 梅光学院高 石原　由萌 華城小 水谷　奏音

埴生中 坂口　夕姫 島地小 佐藤　晴日

菊川中 千羽　由華 右田小 内田　晴菜

東部中 河野　秀丸 附属山口小 佐々木璃子

菊川中 田阪　鈴那 大内小 森本野乃香

高等学校 徳山高 引頭 知里 牟礼小 吉野　朱音

公集小 清木　悠矢 徳山小 藤田　希佳

中関小 木村　璃音 勝間小 秋山　結愛

花岡小 原田　流颯 佐波小 高橋　莉子

豊浦小 堤　　 愛莉 藤山小 前田　芽生

深川小 中村　知生 中央小 山本  　結

新田小 大海そよ花 附属山口小 西村  　舞

右田小 安井　唱子 平川小 下村　優芽

王司小 村田　裕紀 附属山口中 西村　  凛

松崎小 富永　陽愛 小野田中 國料　由夏

岐山小 末本りつ子 熊毛中 宮本梨華子

高千帆小 小濱　珠愛 梅光学院中 山内　万雛

椿西小 卯城　綾埜 梅光学院中 岡田　実久

高千帆小 原田沙也加 徳山高 久保日和里

良城小 三輪　菜央 梅光学院高 福井　理音

宮野小 小田　優月

平成28年度 第64回 山口県学生音楽コンクール 入賞者

部　　門 学　　校　　名  氏　　名　

独　　唱 梅光学院高等学校 千住　悠紀

ピ　ア　ノ 梅光学院高等学校 福井　理音

弦　　楽 梅光学院高等学校 山賀　聖太

木琴・ギター・リコーダー 梅光学院高等学校 石原　由萌

管　　楽 山口県立徳山高等学校 引頭　知里

金　賞　受　賞　者 金　賞　受　賞　者
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最優秀校

小学校の部

中学校の部

高等学校の部

　

小学校の部　金賞受賞団体 ( 参加10団体 )

管弦楽部門

吹奏楽部門

中学校の部　金賞受賞団体 ( 参加21団体 )

高等学校の部　金賞受賞団体 ( 参加27団体 )

小学校　重唱の部　金賞受賞団体

小学校　自由の部　金賞受賞団体

山口大学教育学部附属光小学校

下松市立花岡小学校

◎光市立室積小学校【銀賞】

吹奏楽部門

管弦楽部門
◎山口大学教育学部附属山口中学校【金賞】

防府市立桑山中学校

下関市立山の田中学校

　山口県立岩国高等学校

管弦楽部門

  山口県立高森高等学校・高森みどり中学校

　山口大学教育学部附属光中学校

　山口県立下関中等教育学校

中学校　重唱の部　金賞受賞団体

　山口市立小郡中学校

　山口県立防府西高等学校

　防府市立中関小学校

　防府市立桑山中学校

　山口県立山口高等学校

中学校　自由の部　金賞受賞団体

　　下関市立熊野小学校  Ａ

　　下関市立文関小学校  Ｃ

　　下関市立熊野小学校  Ｃ

　　山口市立大内小学校  Ａ

◎防府市立華陽中学校【銀賞】

　　山口大学教育学部附属山口中学校  Ｂ

吹奏楽部門
　　　山口県立下松高等学校

　　　山口県立豊浦高等学校

　　　山口県立柳井高等学校

　　山口市立平川小学校  Ａ

　山口県立防府商工高等学校

　　下関市立熊野小学校  Ｄ

　　下関市立文関小学校  Ｂ

　　山口市立良城小学校  Ｂ 　　山口市立大殿中学校  Ｂ

平成28年度 第５回 山口県学校合奏コンクール  結果

H28.11.6　山口南総合センター

平成28年度　山口県学校合唱コンクール  結果

　　下関市立熊野小学校

　　山口市立大殿小学校

※小学校・中学校ともに

　　下関市立熊野小学校  E

　　柳井市立柳井中学校

　　山口大学教育学部附属山口中学校  Ｃ

　　山口大学教育学部附属山口中学校  Ａ

山口県立下関南高等学校

◎山口県立山口高等学校【金賞及び郡山市長賞】

◎防府市立中関小学校【金賞及び郡山市長賞】

　　山口市立良城小学校

　 学級の部への参加はありませんでした。

H28.7.21～22　防府市公会堂

◎印：第５回日本学校合奏コンクールグランドコンテスト全国大会出場校【賞】

　　◎山口県立下関西高等学校【銀賞】

　周南市立岐陽中学校



平成28年度 第61回 山口県音楽創作コンクール 入賞者

H29.2.7 山口大学教育学部附属山口小学校（審査会場）

特選 防府市立華浦小学校 中本 七遙

下関市立清末小学校 元廣孝太朗

小学校の部
山口市立大内南小学校 河村 結梨

入選 防府市立華浦小学校 中谷 彩乃

歌曲部門 山口市立大殿小学校 塩田 奈史

山口市立大殿小学校 山崎 智也

特選 山口大学教育学部附属山口中学校 荒木 藍

中学校の部 入選 山口大学教育学部附属光中学校 鶴﨑 杏珠

山口市立大殿中学校 本田 芽吹

器楽部門 小学校の部 入選 山口市立大殿小学校 牛島 惇

※表中の入選欄における順番は審査上の作品番号順であり、順位ではありません。

※歌曲部門の高等学校の部、および器楽部門の中学校の部・高等学校の部への応募はありませんでした。

平成２９年度 各種コンクール開催予定

７月21日 (金) 第６回 山口県学校合奏コンクール 小・高等学校の部 防府市公会堂

７月22日 (土）第６回 山口県学校合奏コンクール 中学校の部 防府市公会堂

７月25日 (火) 第65回 山口県学生音楽コンクール予選 独唱・ピアノ・管楽部門 山口市民会館 他

８月２日 (水) 第65回 山口県学生音楽コンクール本選 全部門 山口市民会館 他

２月６日（火）第62回 山口県音楽創作コンクール 歌唱・器楽部門

※各コンクールの開催要項や審査結果については、音教連ホームページでご確認いただけます。

山口県版「小学校ポケット歌集」のご活用について（お願い）

山口県音楽教育連盟では、平成22年度から小学校の音楽の授業や学級活動、学校行事等でご使用い

ただけるように山口県版「小学校ポケット歌集」を作成いたしております。このポケット歌集は県内

小学校の音楽科主任の皆様にアンケートを行い、選りすぐりの曲を選択して制作した歌集です。また、

山口県版として郷土の詩人「金子みすゞ」の詩に付けた曲も入れております。

各小学校におかれましては、副教材の選定に際しましてぜひご検討いただきますよう、よろしくお

願いいたします。

山 口 県 音 楽 教 育 連 盟 事務局 山口大学教育学部附属山口小学校
http://www.onkyoren.jp/ 専用TEL 070-5423-3006 TEL 083-933-5950 FAX 083-933-5951

e-mail:onkyoren@gmail.com ← メールアドレスが新しくなりました。


