
 

 

 

  ごあいさつ 

                                山口県音楽教育連盟 会長 松 田 和 寛                                                           

 令和２年度（2020 年度）がスタートしました。各学校・園におかれましては、前年度

の成果をふまえ、更なる飛躍をめざして、新たな組織によるお取組が始まっておられる

こととお喜び申し上げます。 

昭和 28年に発足した本連盟は、67年の長きにわたり、“音楽教育の振興”と、“音楽

文化の向上”をめざし、山口県の音楽教育の進展に寄与してまいりました。これからも、

会員が連携して、本連盟の取組を一層発展させるべく、音楽教育の質の向上を図って

いきたいと考えています。県下の音楽教育に携わる全ての教職員が、子どもたちのさ

らなる音楽性のレベルアップをめざして、音楽教育を推進していきましょう。     

２年後の 2022 年 11 月１日・2 日には、山口県で初めての、全日本音楽教育研究大会を開催します。山口市を

拠点として、全国から約 1，500名の幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校の音楽教育関係者をお迎えする予

定です。そして、大会主題である「『楽しむっちゃ！音楽』～響きあおう感動のコラボ～」のもと、授業研究や研究演奏

の成果を披露いたします。昨年６月以来、すでに４回の実行委員会を経て、本格的に研究を開始しています。今後は、

校種間や、会員相互の連携による組織的な取組が重要になるでしょう。皆様のご理解とご協力をいただきながら、総

力を結集して進めてまいりたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

さて、毎年開催しております本連盟主催の各種コンクールには、昨年度も、県内の小・中・高校生から 3，000 人を

超える参加がありました。ピアノ・声楽・管弦打楽器部門の個人のコンクールである「山口県学生音楽コンクール」に

おいては、これまで、国内のみならず、世界で活躍する演奏家を数多く輩出してきています。また、器楽・吹奏楽・管弦

楽による「山口県学校合奏コンクール」では、優秀な成績を収められた小・中・高校７校が、千葉県で開催された「日

本学校合奏コンクールグランドコンテスト」に出場し、松崎小学校・山口大学附属山口中学校・華陽中学校・山口高

等学校が、金賞を受賞しました。このように、全国規模のコンテストにおいて、山口県のレベルアップが図られているこ

とは、喜ばしいことです。昨年度の「山口県創作コンクール」では、従来の、山口県の詩人“金子みすゞ・中原中也・星

野哲郎”の詩をテーマにしたものに加え、「ふしづくり部門」を新設したところ、取り組みやすいと好評でしたので、今

年度も引き続き募集する予定です。これまでの最優秀作品は、コンクールから生まれた財産として、ホームページに掲

載をしています。これらのコンクールに参加してくださった皆様や、準備・運営にあたってくださった関係の方々に厚く

お礼を申し上げますとともに、本年度も多くの児童・生徒の皆さんに大きな力を発揮される場となることを期待してお

ります。 

私たちは、県内の子どもたちが、音楽に親しむことをとおして、感性や情操を養い、心豊かな人生を歩んでいけるよ

うになることを願い、本連盟の活動を推進していきたいものです。そのために、県内の音楽教員がつながりをつくり、

「ふるさとを愛し、国際社会で活躍する子どもの育成」に努めていきましょう。今後とも、皆様方のご理解･ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本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ご支援とご協

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県音楽教育連盟 

令和２年度 会報 
事務局 山口大学教育学部 
        附属山口小学校 
〒753-0070 山口市白石 3-1-1 
         TEL 083-933-5950 
         FAX 083-933-5951 
事務局専用 070-5423-3006 

 

第５１回 中国・四国音楽教育研究大会 岡山大会 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  「未来につながるわたしと音楽」 
２ 期  日  令和２年１１月１３日（金） 
３ 会  場  岡山県岡山市 
４ 概  要 
校種 校種別研究主題 会場 
幼稚園 「つなげよう 感じる心 はずむ心」～歌うって 楽しいね～ 岡山市立御野幼稚園 
小学校 「音楽大好き！ 音とつながる 友とつながる」 岡山市立御野小学校 

岡山市立岡山中央小学校 
中学校 「忘れられない体験を」～伝え合い 深め合う 音楽活動を通して～ ピュアリティまきび 
高等学校 「時代（とき）をつなぐ 音をつなぐ」 ルネスホール 
・午前：校種別研究会（公開授業（保育）研究協議、提案・実践発表） 
・午後：全体会（全体講評【臼井 学 氏】・記念講演【中井 章徳 氏】） 



R1.8.2 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

良城小 松本　るり 徳山小 長田　佳奈

華浦小 山根　舞果 新田小 大海　そよ花

徳山小 森脇　千夏 川上小 桐山　一花

附属山口中 福間　光桜 華城小 林　皇秀

川西中 原田　陽菜 右田小 空　心春

白石中 原田　涼帆 浅江小 内山　義人

附属山口中 大倉　光琉 徳山小 藤井　理緒

白石中 三原　有里子 上郷小 進藤　愛華

野田学園高 鈴木　薫 附属山口小 深見　宣義

梅光学院高 高丸　由鈴 高千帆小 原田　沙也加

山口高 右近　元希 右田小 安井　唱子

湯田小 真部　和花 熊野小 志摩　葵

向陽小 倉永　栞 東小 邑川　美沙

中関小 藤本　ちい 附属山口小 木嶋　未来

公集小 藤澤　怜功 良城小 山本　琉之祐

椿西小 松屋　奏 附属光小 中居　昂太

琴芝小 木村　吏希 富田東小 神本　汰一

赤崎小 宮近　杏 桑山中 和田　ゆりの

高千帆小 原田　侑奈 徳地中 山本　結

白石小 谷　那菜子 佐波中 高橋　莉子

華城小 吉武　知希 大殿中 牛島　惇

大歳小 田中　優衣 高等学校 梅光学院高 宮本　梨華子

徳山小 長田　莉奈 小学校下学年 神原小 河上　百音

白石小 岩木　悠馬 中学校 附属光中 岩崎　愛加

熊野小 志摩　修斗 高等学校 宇部高 江波　駿介

豊浦小 横田　祐一 小郡中 中曽　優羽

恩田小 住吉　美柚 末武中 田谷　萌々子

中関小 原田　耀 木屋川中 矢田部　南那

有帆小 金子　高明 高等学校 徳山高 金子　乃彩

仙崎小 倉本　しゆい

令和元年度 第67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 野田学園高等学校 鈴木　薫

ピ　ア　ノ 梅光学院高等学校 宮本　梨華子

弦　　楽 山口県立宇部高等学校 江波　駿介

金　賞　受　賞　者 金　賞　受　賞　者
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  主催　　山口県音楽教育連盟　　山口県吹奏楽連盟

  共催　　山口県教育委員会　　山口市教育委員会　　防府市教育委員会　　山口新聞

  後援　　山口県　　山口県中学校文化連盟　　山口県高等学校文化連盟

部　門 参加数 金　　　賞 全国
推薦

最優
秀校 銀　　　賞 銅　　　賞

管弦楽 2 山口大学教育学部附属光小学校 ○ 光市立室積小学校

防府市立華城小学校 山口市立小郡南小学校

防府市立中関小学校 防府市立新田小学校

下松市立花岡小学校 山口市立井関小学校

防府市立松崎小学校 ○ ◎ 下松市立下松小学校

山口市立上郷小学校

部　門 参加数 金　　　賞 全国
推薦

最優
秀校 銀　　　賞 銅　　　賞

重奏 1 下関市立名陵中学校

山口大学教育学部附属山口中学校 ○ 山口大学教育学部附属光中学校

山口市立小郡中学校 柳井市立柳井中学校 防府市立佐波中学校

防府市立華陽中学校 山口市立阿知須中学校 下関市立山の田中学校

防府市立桑山中学校 ○ ◎ 防府市立国府中学校 山口市立大殿中学校

下松市立末武中学校 山口市立鴻南中学校 山口市立大内中学校

周南市立岐陽中学校 下関市立夢が丘中学校

下関市立東部中学校

宇部市立桃山中学校

山口市立平川中学校

宇部市立西岐波中学校

宇部市立川上中学校

周南市立熊毛中学校

防府市立右田中学校

部　門 参加数 金　　　賞 全国
推薦

最優
秀校 銀　　　賞 銅　　　賞

山口県立下関南高等学校 ○ 山口県立山口中央高等学校

山口県立山口高等学校 ○ ◎ 山口県立防府高等学校 山口県立下関中等教育学校

山口県立下関西高等学校 山口県鴻城高等学校 山口県立西京高等学校

山口県立防府西高等学校 山口県立光高等学校 山口県立宇部商業高等学校

山口県立下松高等学校 ○ 宇部鴻城高等学校 早鞆高等学校

山口県立防府高等学校 山口県立小野田高等学校 山口県立長府高等学校

山口県立光丘高等学校 山口県立山口農業高等学校

山口県立柳井高等学校

山口県立豊浦高等学校

山口県立岩国高等学校

山口県立岩国商業高等学校

山口県立防府商工高等学校
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21

     令和元年７月２５日(木)…小学校・高等学校　　７月２６日(金)…中学校　　会場：山口市民会館

中学校の部　（24団体）

小学校の部　（11団体）

高等学校の部　（24団体）

2

令和元年度　第８回山口県学校合奏コンクール　審査結果
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令和２年度 各種コンクール開催予定 

７月22日（水） 

７月28日（火） 

７月29日（水） 

８月 ４日（火) 

２月 ２日（火） 

第68回 山口県学生音楽コンクール予選 

第９回 山口県学校合奏コンクール 

第９回 山口県学校合奏コンクール 

第68回 山口県学生音楽コンクール本選 

第65回 山口県音楽創作コンクール 

独唱・ピアノ・管楽部門

小・高等学校の部 

中学校の部 

全部門 

歌唱・器楽部門 

山口市民会館 他 

防府市公会堂 

防府市公会堂 

山口市民会館 他 

 

  ※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。 

 

令和２年度全日本音楽教育研究会全国大会について 

令和２年度の全国大会は、部会大会として開催されます。 以下、各部会大会の情報をお知らせ致します。 

〇高等学校部会大会 ： 茨城大会 開催地：水戸市  

日 程：１１月５日(木)、６日(金) 会 場：ザ・ヒロサワ・シティ会館 (茨城県立県民文化センター)  

く大会主題〉 音楽でつながる人と心～生涯にわたって～ 

  〇小・中学校部会大会 ： 群馬大会  開催地：高崎市開催  

日 程：１１月６日(金)    

会 場：公開授業〈高崎市総合保健センター・群馬音楽センターシンフォニーホール〉  

  全体会〈群馬音楽センター〉  公開授業：小学校（５）中学校（３） 全体会：記念演奏（予定） 

く大会主題〉  心ふれあう 豊かなひびき     

 
 

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  

 


