
サックス  

５Ｍ 福元 龍志 ４Ｓ 堤 陽奈子 ４Ｉ 福永 隼也  

３Ｅ 崎山 裕史  ２Ｓ  樋渡 匠 

 
こんにちはサ
ックスパート
です！それ
では今年のメ
ンバーを紹
介します！は
じめに無類
のイヤホン好
きパーカスじ
ゃない方の
樋渡、ただい 
ま才能育成中！スマイル量産の崎山、根っか
らの嵐ファン女子力高めな福永、ほっと一息コ
ーヒー大好き紅一点！堤、めざせポケモンマス
ターお気楽リーダー福元の計 5 人で毎日楽し
く演奏しています♪  
ステージ中央、輝くサックスに乞うご期待！ 

クラリネット 

５Ｍ 古屋 優二郎 

５Ｉ 内大久保 由季 

５Ｃ 森田 初美 

２Ｉ 下地 亜実 

１Ｍ 鎌田 真理子 
 
こんにちは。 
クラリネットパートの愉快なメンバーを紹介しましょう！ 
(写真右から)吹部一の姉御肌！バスクラ吹き 森田、モ
ー娘。のダンスはキレッキレ！我らが部長 古屋、美味
しい食べ物が大好き！人呼んで「歩くぐるなび」 内大
久保、精密な楽器の絵だって何だってお手のもの！
天才画伯 下地、上達が早くてこれからが楽しみ！期
待の 1年生 鎌田、計5名です。 
今回の曲目ではソロも多数！皆さんにクラリネットの魅
力が伝わるよう、心を込めて演奏します♫ 

パーカッション        

３Ｅ 伊瀬知 史修 

３Ｅ 浜田 晃輔 

３Ｉ 野村 拓世 

２Ｅ 西元 快 

２Ｉ 日渡 蔵之 

 

こんにちは～、パーカッションパートです。 

僕たちは 5人で活動しています。まずは、これを書い

ているのが、ブルトレで旅するのが夢だった鉄オタの

浜田、特徴が無いことが特徴の伊瀬知、パートで最も

テンションの高い野村、鍵盤楽器が好きな西元、ベー

シストの日渡です。 

今回はパーカッションがメインの曲も数曲ありますので、

打楽器の迫力ある音を楽しんで頂けたら嬉しいです。 

トランペット 

４Ｍ 内村 和翔 

４Ｃ 松元 健人 

３Ｉ 林 俊樹 
２Ｅ 知識 凛 
 
こんにちは、Tpパ 
ートです！今年は、 
吹部唯一のラーメン嫌い!?内村・「最近、コンクリー
トにハマってます」メガネっ子、松健・吹部のスマ
イリーゴッホ、林・今年初出演！見た目よりテンシ
ョン高め、知識・今年は出張多め、でも部室の守護
神、東の 5人で演奏します♪トランペットパートの
迫力ある演奏をお楽しみください！ 

特別出演  天降川小学校 金管バンド 

こんにちは。私たちは、天降川小学校金管バン
ドです。現在４年生から６年生までの音楽大好
きな３９人で活動中です。「よい音をめざして丁
寧に！」をモットーに練習しています。今年は
楽器編成も変え、新しい楽器やパートに挑戦す
る部員もいて、これからの音楽作りが楽しみで
す。また、演奏技術だけでなく「あいさつ」「仲
間づくり」なども大切にして、『心からつながる
音作り』をめざそうと頑張っています。聴いて
くださる方々の心に響く音をお伝えしたいと思
いますので、よろしくお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※数字の後のアルファベットは、学科を表しております。 M：機械工学科 E:電気電子工学科 S:電子制御工学科 I:情報工学科 C:都市環境デザイン工学科 

    AMSは専攻科の機械・電子システム工学専攻 のイニシャルとなっております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Institute of Technology, Kagoshima College

独立行政法人国立高等専門学校機構  

鹿児島工業高等専門学校 吹奏楽部 

第１6 回 定期演奏会 

2016 年 6 月 19 日（日）         

霧島市民会館 

開場ＰＭ２：００ 

開演ＰＭ２：３０  入場無料  
                   特別出演 ：天降川小学校 金管バンド 

              後 援  ： 霧島市教育委員会  

昨年の夏 巡回演奏での１シーン 



ピッコロ・フルート 
３Ｅ 伊原 周平 
２Ｓ 宮下 朝子 
  
みなさん、こんにち 
は！フルートパート 
です！他のパートと 
比べて人数は少ない 
ですが、オタクなパ 
ートリーダー伊原と、吹奏楽部のマススコット
キャラ朝子の２人で、みなさんに音を届けます。 
期待してください！！ 

第２部 

６．サンダーバード 
最近、また日本でも放送されておりますが、50年
前にイギリスで誕生した、人命救助をテーマに、
災害や事故に勇敢に立ち向かう国際救助隊（イン
ターナショナル・レスキュー）の姿を描いたテレ
ビ番組のテーマです。もう、誰もが知っているメ
ロディをお楽しみください。 
 
 

７．ディスコキッド 
1977 年の吹奏楽コンクールの課題曲ですが、ポップ
ス調のこの曲は現代でも演奏される機会が多く、テ
レビ番組「題名のない音楽会」が行ったアンケート
では、吹奏楽の人気曲としてこの曲が第 1 位に選ば
れました。来年で40年を迎えるこの曲も、まだまだ
衰えを知りません。今回は、2010 年に作曲者自ら改
訂された「Disco Kid X」(ディスコ・キッド テン)
のバージョンでお楽しみください。 
 
 

８．Ｊ-ＢＥＳＴ’15 
昨年、2015 年にヒットした数々の名曲をメドレーに
しました。さて、みなさんは名曲ご存じでしたか？
アップテンポの曲からスローであったかい曲までお
楽しみください。 
 
 

９．ＬＯＶＥマシーン 
これもみさなさんご存じ、モー娘。のヒット曲で
す。1999年に発表されたこの曲は、未だに（大人
数）女性アイドルグループの曲としては、一番売
れた曲でもあります。今回はモー娘。ほど可愛く
はありませんが、吹奏楽部のダンスユニットでお
楽しみください。 
 
 

10.故郷の空 in Swing 
2014 年後期のＮＨＫ朝ドラ「マッサン」でも、た
びたび登場したこの歌。原曲は、スコットランド
民謡「Comin Thro' The Rye（ライ麦畑で出逢った
ら）」です。今回は、それをSwingにアレンジした
バージョンでお楽しみください。 
 
 
 and・・・・ 

トロンボーン 
1AMS 前田 裕一朗 
４Ｍ 照屋 康太郎 
３Ｍ 平島 和加奈 
２Ｓ 五十峯 旭 
 
こんにちは！Trb パ
ートです！今年は、 
一生懸命なパートリーダー照屋さん、入部6年目の大
先輩前田さん、ちょっとデビルな実力奏者五十峯く
ん、そして、マイペース過ぎる平島の、個性的な４人
で演奏します。ぜひ、耳を傾けてみてください。よろ
しくお願いします！ 

ユーフォ・チュ－バ 
４Ｅ 奥 信也   
３Ｅ 能勢 悠平 
２Ｉ 福留 あすか 
１Ｅ 西 成央 
 
みなさん、こんにちは。  
Eu,Tuパートです！  
このパートは皆さんご存知
のユーフォニアムとチュー
バから成り立っています。  
Euには明るく仲の良い後 
輩がいます。そして、今年 
はTuに新入部員が1名入ってきてくれました！  
4,5年に1度の大変おめでたい年です。Eu,Tuパ
ートの重みのあり、綺麗な音をお聞きください。 

○顧 問   幸田 晃  松田 信彦     

○外部コーチ（Tp）   東 大貴 

ホルン  

２Ｅ 野間 晶 

１Ｍ 伊勢 悠斗 
  
こんにちはホルンパートです  
念願の新入生が入り今年やっと
２人になりました(*´∀ *`)  
まだ未熟ですが、精一杯吹きま
すのでぜひホルンの音にご注目
ください! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1部 
１． ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ 
もう、説明の必要はない曲でしょう。誰もが知っている
ジョン・ウィリアムズ作曲の映画スター・ウォーズのメ
インテーマ。今回は、ショートアレンジでお楽しみくだ
さい。 
 
 
２． 吹奏楽のための綺想曲 

「じゅげむ」 
足立正氏によるこの曲は、2012年の吹奏楽コンクールの
課題曲です。お客様で経験者の方は、すでに演奏して、
あるいは聞いて知っているという人もいらっしゃるで
しょう。有名な落語の「寿限無」をイメージして作られ
たこの楽曲。とても“和”の雰囲気を持った曲なのです
が、西洋から来た吹奏楽なのに、何故か和風の曲はかっ
こいい曲が多いのです。 
 
 
３． The Last to Defend 
英題を直訳すれば、「最後の防衛」とでもなるでしょう
か。過去にも１度演奏した曲ですが、実はこの曲、日本
では人気がないのか、あまり演奏されていない曲です。
しかし、戦闘前の静寂と緊張、そして戦闘を思わせる
荒々しい場面、逆にひとときの休息を思わせる優しいメ
ロディ。次々と場面が変わり、最後はまた荒々しいメイ
ンテーマに戻って終わりを迎えます。 
 
 
４．３６５日の紙飛行機 
ここからは、天降川小学校の子供たちと一緒に演奏いた
します。まずは、前作のＮＨＫの朝ドラ「あさが来た」
の主題歌としてヒットしたＡＫＢの楽曲です。今日は、
天降川小学校の子供たちが、演奏と歌とに別れて、参加
してくださいました。子供たちの天使の歌声で、お楽し
みください。 
 
 

５．ブリリアント・シーズン 
この曲は、上岡 洋一氏が、金管バンドのために書いた

楽曲です。今回は子供たちメインで、何人かの高専生が

助っ人として参加します。普段の吹奏楽とはひと味違う

金管のサウンドをお楽しみください。 
 

―休憩― 

第 16回定期演奏会の開催 

に寄せて 

  校 長 丁子 哲治 
  

鹿児島高専の吹奏楽部は、２名の顧問（幸田

［情報工学科］、松田［一般教育科］）の下、

32名（男子22名、女子10名）の部員で、日々

練習に勤しんでおります。  
毎年、この定期演奏会の他、入学式や高専祭

での演奏、そして様々な吹奏楽のイベントへの

参加と、学内外において幅広い活動をしており

ます。毎年７月には県内各地の小学校や幼稚園

への巡回演奏旅行を実施しており、今年は鹿

屋・肝付方面に参ります。  
さて、本日は第1部と第2部に分け、幅広い

年代の皆様に向けて様々なジャンルの曲をと

りそろえておりますが、今年も天降川小学校の

金管バンドの子ども達との共演を予定してお

ります。実は本校部員にも、この金管バンド出

身の学生がおります。日頃から相互に交流を深

めておりますが、このようなイベントをきっか

けに、両者の関係がますます深まることを期待

する一方、このような交流が様々な学校へと広

がっていけば嬉しく思います。  
 短い時間ではございますが、本日はごゆっく

りお楽しみいただければ幸いです。 


