日

時

午前の部

平成 30 年 11 月 22 日（木）
午前 9 時 05 分 開場
午前 9 時 20 分 開演

午後の部

午後 1 時 05 分 開場
午後 1 時 20 分 開演

場

所

パルテノン多摩大ホール

午前の部

ママバンド

1. ダンシング・クィーン
母の会／指揮 有馬 明子

作曲 B・アンダーソン

年中

2. 風になりたい
たんぽぽ組／指揮 稲葉 美穂

作曲 宮沢 和史

3. クラリネットをこわしちゃった
ひまわり組／指揮 駒﨑 遥

フランス民謡

4. おもちゃのシンフォニー
ちゅうりっぷ組／指揮 岡部 琴美

作曲 L. モーツァルト

年少

5. おへそ
ゆき組／指揮 金坂 南美

作曲 佐々木 美子

6. あわてんぼうのサンタクロース
そら組／指揮 平井 美樹

作曲 小林 亜星

7. 山の音楽家
つき組／指揮 石原 美千代

ドイツ民謡

年長

8. S・O・S
すみれ組／指揮 草島 夕貴

作曲 都倉 俊一

うた
うた

作詞 勝 承夫
ドイツ民謡
作詞 桑原 ほなみ 作曲 黒沢 吉徳

かすみか雲か
大空賛歌

9. フック オン ベートーヴェン（パートⅡ）

無伴奏

うめ組／指揮 梅田 彩子

作曲 L.V. べートーヴェン

うた

作詞・作曲 栂野 知子

小さな勇気

全園児

10. 緑ケ丘幼稚園 園歌
ふるさと

作詞 有馬 篤樹

作曲 倉橋 たかし

作詞 高野 辰之

作曲 岡野 貞一

せんせいバンド

11. おどるポンポコリン

作詞 さくら ももこ

作曲 織田 哲朗

午後の部

ママバンド

1. ダンシング・クィーン
母の会／指揮 有馬 明子

作曲 B・アンダーソン

年中

2. ボギー大佐
さくら組／指揮 上林 萌子

作曲 J. アルフォード

3. キラキラ星変奏曲
もも組／指揮 水島 優花

フランス民謡

4. 恋のフーガ
ゆり組／指揮 小川 瑠衣子

作曲 すぎやまこういち

年少

5. くまのプーさん
にじ組／指揮 早坂 萌未

作曲 シャーマン兄弟

6. ジングルベル
ほし組／指揮 山本 優衣

作曲 J. ペアボンド

7. ゆかいに歩けば
はな組／指揮 丸山 梨沙

作曲 F. メラー

年長

8. ネバー・エンディング・ストーリーのテーマ
ふじ組／指揮 芝田 夏穂
うた
海
うた
たんぽぽ

作曲 G. モロダー
文部省唱歌
作詞 門倉 訣 作曲 堀越 浄

9. こきりこ節／ソーラン節
きく組／指揮 木曽 綾乃
うた
花の街
うた
素晴らしい言葉

富山民謡／北海道民謡
作詞 江間 章子 作曲 團 伊玖磨
作詞・作曲 手島 希

10. ジョン・ウィリアムズ曲集パートⅡ
ばら組／指揮 松井 瑠美
うた
ぼくの太陽

無伴奏

作曲 ジョン・ウィリアムズ
作詞・作曲 栂野 知子

全園児

11. 緑ケ丘幼稚園 園歌
ふるさと

作詞 有馬 篤樹

作曲 倉橋 たかし

作詞 高野 辰之

作曲 岡野 貞一

せんせいバンド

12. おどるポンポコリン

作詞 さくら ももこ

作曲 織田 哲朗

園長からクリスマス音楽発表会に向けてのメッセージ
幼稚園ホールからはクラスが演奏する曲が綺麗な音色となって園内に聞こえるようになり、子ども達は自分
のクラスだけでなく、他のクラスの演奏も楽しみ、お互いに応援しながら、和やかな雰囲気で頑張り、いよい
よパルテノン多摩大ホールの大舞台での発表会がやってきました。

幼児教育についての価値観が多様化し、論議盛んな今日ですが、吸収力が高く、好奇心旺盛な子ども達は今
も昔も変わらず、質の高い教育環境により今後の人生における「生きる力」がしっかり培われることは明らか
といえます。広い園庭で伸び伸びと心身共に満たされた遊びや園外の野山での収穫体験等を行うと共に、様々
な各指導や活動にも楽しく、意欲的に頑張るというバランスのとれた保育が子ども達の限りない力を伸ばし、
学びの芽生えや挑戦する気持ち、自信や自己肯定感等の育成に繋がっています。特に幼児期における音楽体験
は、情緒の安定や豊かな感性そして自分で見て、聴き、考え演奏するという主体的な学びの基礎が培われます。

今年度はパルテノン多摩大ホールが 12 月より改修工事による休館のため、初めて 11 月開催となりました。
運動会を終えてからの正味一か月ほどの本格的な練習でしたが、初めてのことにも意欲的に取り組み、自分達
が少しずつ出来ていくことを楽しみながらの良い体験となりました。今回も鍵盤ハーモニカの他に、ティンパ
ニー、マリンバ、コンサートバス、ドラム、電子楽器等本物の様々な楽器を使った、スケールの大きな、感動
的な子ども達の演奏をご覧頂きます。普段広い園庭において笑顔で伸び伸びと遊ぶ子ども達が、指揮をする担
任の顔をしっかり見て、集中して小さな指を一生懸命動かして頑張る姿に沢山の温かい拍手をいただければ幸
いです。

学校法人有馬学園 緑ケ丘幼稚園

園長

有馬 篤樹

