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島根県西部に位置し、歌人柿本人麻呂
で有名な益田市のグラントワ（島根県芸
術文化センター）を会場に、各都道府県
の代表が演奏します。グラントワは、平
成１７年１０月に開館した最新のホールで、
小澤征爾氏も絶賛された響きの豊かな
ホールです。

コンクールと違った合唱の祭典が繰り広げられま
す。
最後に益田市出身の合唱指揮者、栗山文昭先生指
揮による参加者全員の合唱団（「海響―Kaikyo－」
と命名）の演奏もあります。高校生の熱い感動で満
たされることでしょう。
全国の皆様のお越しを心よりお待ちしておりま
す。

日 程

■８月１日（水）
交 流 会 １６：００～１７：３０

■８月２日（木）
開 会 式 ９：３５～９：５５
発表午前の部 １０：００～１２：００
発表午後の部 １２：５０～１８：２０
高総文祭合唱団 「海響－kaikyo－」

１８：２０～１８：３０
閉 会 式 １８：３０～１９：００

合 唱
グラントワ
（島根県芸術文化センター）
益田市有明町５番１５号
TEL ０８５６－３１－１８６０

８月２日（木）

参加者全員で結成された高総文祭合唱団「海響―Kaikyo－」

開
催
内
容

※総合プログラムより転載
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演奏順 都道府県名 団体名 編成 曲目 演奏（１０分）

開 会 式

１ 島根県 歌 グラン合唱団 混声 「新しい歌」より新しい歌・「朝のリレー」より 朝のリレー １０：００～１０：１０

２ 新潟県 新潟県立新潟中央高等学校 女声 「女に 第２集」より Ⅲここ Ⅱともにー・・・・・ １０：１０～１０：２０

３ 福井県 福井県立美方高等学校 女声 TEL（冬）・Mennyi minden（こんなにいっぱい）・DIAMOND １０：２０～１０：３０

４ 栃木県 栃木県立大田原女子高等学校 女声 「Medicamina sempiterna」より １０：３０～１０：４０

５ 愛知県 名古屋市立北高等学校 混声 ○と△の歌・STABAT MATER １０：４０～１０：５０

６ 滋賀県 滋賀県合同合唱団 混声 「新しい人」に・The Lord bless you and keep you １０：５０～１１：００

７ 宮崎県 宮崎県立西都商業高等学校 混声 言葉にすれば・「旅のかなたに」より 旅 １１：００～１１：１０

８ 山梨県 山梨県立市川高等学校 混声 瑠璃色の地球・緑の町に舞い降りて １１：１０～１１：２０

９ 香川県 高松市立高松第一高等学校 混声 桜色舞う頃・中央フリーウェイ １１：２０～１１：３０

１０ 佐賀県 佐賀県高等学校合同合唱団 混声 「心の四季」より 風が・Memory １１：３０～１１：４０

１１ 広島県 比治山女子高等学校 女声 主の祈り・天の女王 １１：４０～１１：５０

１２ 岐阜県 渓泉学園多治見西高等学校 女声 Best Friend・ひょっこりひょうたん島 １１：５０～１２：００

休憩５０分 １２：００～１２：５０

１３ 長野県 長野県北信リーダーズコール 混声 精霊流し・聞こえる １２：５０～１３：００

１４ 奈良県 奈良県選抜女声合唱団 女声 AVE MARIA・そのひとがうたうとき １３：００～１３：１０

１５ 宮城県 宮城県志津川高等学校 女声 虹の向こうに・オリビアを聴きながら・ソロモン グランディ １３：１０～１３：２０

１６ 鳥取県 鳥取県立倉吉東高等学校 混声 「人体詩抄・抄」から 鼻・「ノスタルジア」より 故郷 １３：２０～１３：３０

１７ 青森県 青森県南部地区合同合唱団 女声 「われもこう」より なぎさ道・とげのささやき・われもこう １３：３０～１３：４０

１８ 群馬県 群馬県合同合唱団 女声 「三つの抒情」より ふるさとの夜に寄す・八木節 １３：４０～１３：５０

１９ 千葉県 千葉県立千葉東高等学校 混声 「Missa In Deo salutare meum」より １３：５０～１４：００

２０ 福岡県 明治学園高等学校 女声 「MISSA BREVIS」より １４：００～１４：１０

２１ 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 混声 星めぐりの歌・「聖土曜日のエレミアの哀歌」より １４：１０～１４：２０

２２ 茨城県 茨城県立水戸第三高等学校 女声 「木とともに人とともに」より 悲しみは・「三つの夜想」より 或る死に １４：２０～１４：３０

２３ 沖縄県 沖縄県立首里東高等学校 混声 「水のいのち」より 雨・えんどうの花・谷茶前 １４：３０～１４：４０

２４ 島根県 出雲北陵中学・高等学校 女声 A Little Jazz Mass １４：４０～１４：５０

休憩１５分 １４：５０～１５：０５

２５ 北海道 北海道札幌旭丘高等学校 混声 With a Lily in Your Hand・Pink Lady Selection １５：０５～１５：１５

２６ 大分県 大分県立大分上野丘高等学校 混声 「思い出すために」より かなしみ・思い出すために １５：１５～１５：２５

２７ 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 女声 「伊予のひめうた」より 新居の麦打唄・いの字いっさいこく １５：２５～１５：３５

２８ 東京都 東京都立新宿高等学校 女声 無伴奏女声合唱のための「炎の挽歌」より 妻への挽歌 １５：３５～１５：４５

２９ 三重県 暁高等学校 混声 Tinofamba・Shosholoza・狩俣ぬくいちゃ １５：４５～１５：５５

３０ 山口県 山口県高等学校合同合唱団 女声 男なら（山口県民謡）・「宇宙の果物」より 曙 １５：５５～１６：０５

３１ 長崎県 長崎県立長崎西高等学校 女声 Domine, non sum dignus・Aglepta １６：０５～１６：１５

３２ 徳島県 徳島県立名西高等学校 女声 「抒情三章」より 甃の上・風に寄せて １６：１５～１６：２５

３３ 京都府 京都府合同合唱団 混声 種子・いまぼくに １６：２５～１６：３５

３４ 埼玉県 埼玉県立熊谷高等学校 男声 「恋のない日」より噴水・煌めく友の詩 １６：３５～１６：４５

３５ 石川県 小松市立高等学校 女声 「ラシュカの上着」より・「２月から１１月への愛のうた」より １６：４５～１６：５５

３６ 兵庫県 兵庫県立神戸高等学校 女声 Joszagigezo・Isten veled！・君の瞳に恋してる １６：５５～１７：０５

休憩１５分 １７：０５～１７：２０

３７ 熊本県 肥後っ児 女声 南島歌遊び “版画”より・“伝説”より １７：２０～１７：３０

３８ 岡山県 岡山県立岡山城東高等学校 混声 島唄・はじめに・・・ １７：３０～１７：４０

３９ 富山県 富山県立富山いずみ高等学校 女声 Hodie Christus natus est・わたしと小鳥とすずと・しば草 １７：４０～１７：５０

４０ 静岡県 常葉学園高等学校 混声 詩篇 第１５０番・TAVUNGA eszkimo vadaszdalokra １７：５０～１８：００

４１ 神奈川県 神奈川県立弥栄東・弥栄西高等学校合同合唱団 女声 こんぴらふねふね・Jaakobin pojat・自由への讃歌 １８：００～１８：１０

４２ 島根県 島根県合同合唱団 混声 竹のように・ゆびのさき・あの笛 １８：１０～１８：２０

４３ 高総文祭合唱団「海響－Kaikyo－」 混声 「思い出すために」より 種子 １８：２０～１８：３０

閉 会 式 １８：３０～１９：００
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