
第２０回定期演奏会のお知らせ 
日時 ２０１８年４月１５日（日） 

開場 １３：００  開演 １３：３０ 

場所 春日井市民会館  無料・全席自由（お早めにお越し下さい） 
 

【終了しました。たくさんのご来場誠にありがとうございました。】 

 

〈第 1部〉『エレウシスの祭儀』『時に道は美し』『１２旋法によるメタモルフォーゼ』 

 

定演 20周年を記念しておそろいのジャケットを作りました 

 

〈ロビーコンサート〉クラリネット 6重奏『クラリネットを作っちゃった』 

 

マウスピースだけの演奏から、クラリネットがだんだん組み立てられていくユニークな曲です 

 

 

 

 



〈第２部〉打楽器 7重奏『インディアナポリス 103026』 

 
息の合った迫力あるアンサンブルでした 

 

【ダンス＆プレイ】『Paradise Has No Border』『ソーラン節』 

 
今年で 3年目のソーラン節！ 

 

〈第 3部〉『魔女の宅急便セレクション』『君の瞳に恋してる・世界に１つだけの花』 

『春南祭りメドレー』『エル・クンバンチェロ』 

 

劇あり、松山小学校音楽部とのコラボあり、お祭りあり、と盛りだくさん 

 

 



〈第 4部〉『Armenian Dances Part 1』 

 
OBと合同のアルメニアン・ダンス。約 100人での演奏 

 

〈アンコール〉『マンボ・ジャンボ』 

春南定番のマンボ・ジャンボ。いつも以上に盛大でした 

 

 

 

 

 

 



春日井南高校吹奏楽部の紹介 

吹奏楽部は，現在，部員約 50名＋OBで活動中です♪           

毎年の定期演奏会は，出演者は大勢のOBや新 1年生も加わって，総勢 100名規模になり，

お客さまもたくさん来てくださって，およそ 1,000名にもなります！その他，吹奏楽コンクールに

出演したり，春日井市中高ジョイントコンサートや春日井市高等学校吹奏楽フェスティバルな

ど，春日井市の中学校や高校の吹奏楽部との合同演奏にも数多く参加しています♪ 

また，ご近所の松山小学校との交流もあり，松山小学校の秋まつりに出演したり，定期演奏

会で音楽部のみなさんと合同演奏をしたりしています☆ 

校内においても，春南祭をはじめ，入学式や野外コンサートなどの演奏機会があります(^^) 

 

中学生のみなさん，吹奏楽は楽しいですよ(*^-^*) 

吹奏楽の経験がなくても大丈夫です！南高吹奏楽部で一緒に楽しみましょう！ 

 

最近の吹奏楽コンクールの成績 

平成 11年度 愛知県大会 金賞 県代表選考会出場 

平成 12年度 東海大会（B編成の部） 金賞 

 
平成 13年度 愛知県大会 銀賞 

 
平成 14年度 愛知県大会 銀賞 

 
平成 15年度 愛知県大会 銀賞 

 
平成 16年度 愛知県大会 銀賞 

 
平成 17年度 愛知県大会 銀賞 

 



平成 18年度 愛知県大会 銀賞 

 
平成 19年度 東尾張地区大会 銀賞 

 
平成 20年度 愛知県大会 金賞 

 
平成 21年度 愛知県大会 銀賞 

 
平成 22年度 愛知県大会 金賞 

 
平成 23年度 愛知県大会 金賞 県代表選考会出場 

平成 24年度 東尾張地区大会 銀賞 

 
平成 25年度 東尾張地区大会 銀賞 

 
平成 26年度 愛知県大会 銀賞 

 
平成 27年度 愛知県大会 銀賞 

 

平成 28年度 東尾張地区大会 金賞 
 

平成 29年度 愛知県大会 銀賞 
 

最近のアンサンブルコンテストの成績 

平成 16年度 

サクソフォン４重奏 愛知県大会 銀賞 

木管４重奏 東尾張地区大会 金賞 

打楽器６重奏 東尾張地区大会 金賞 

金管８重奏 東尾張地区大会 銀賞 

金管混成５重奏 東尾張地区大会 銅賞 

平成 17年度 

サクソフォン４重奏 愛知県大会 銀賞 

クラリネット４重奏 東尾張地区大会 金賞 

打楽器４重奏 東尾張地区大会 金賞 

平成 18年度 打楽器７重奏 愛知県大会 銀賞 

平成 19年度 

打楽器８重奏 愛知県大会 銀賞 

サクソフォン４重奏 愛知県大会 銀賞 

金管８重奏 愛知県大会 銅賞 



平成 20年度 

トロンボーン４重奏 愛知県大会 金賞 

打楽器７重奏 愛知県大会 銀賞 

木管５重奏 愛知県大会 銅賞 

平成 21年度 

打楽器７重奏 愛知県大会 銀賞 

金管８重奏 東尾張地区大会 金賞 

サクソフォン４重奏 東尾張地区大会 金賞 

トロンボーン４重奏 東尾張地区大会 銀賞 

平成 22年度 

打楽器６重奏 愛知県大会 銀賞 

金管８重奏 愛知県大会 銀賞 

フルート４重奏 東尾張地区大会 金賞 

クラリネット６重奏 東尾張地区大会 金賞 

サクソフォン４重奏 東尾張地区大会 銀賞 

平成 23年度 

打楽器４重奏 愛知県大会 銀賞 

サクソフォン４重奏 愛知県大会 銀賞 

フルート４重奏 東尾張地区大会 銀賞 

金管５重奏Ａ 東尾張地区大会 銀賞 

金管５重奏Ｂ 東尾張地区大会 銀賞 

平成 24年度 

クラリネット５重奏 愛知県大会 銀賞 

サクソフォン４重奏 愛知県大会 銀賞 

打楽器６重奏 東尾張地区大会 金賞 

クラリネット４重奏 東尾張地区大会 金賞 

金管８重奏 東尾張地区大会 銀賞 

平成 25年度 

サクソフォン４重奏 愛知県大会 銀賞 

打楽器６重奏 愛知県大会 銀賞 

クラリネット６重奏 東尾張地区大会 金賞 

金管８重奏 東尾張地区大会 銀賞 

平成 26年度 

打楽器 7重奏 東尾張地区大会 金賞 

金管 8重奏 東尾張地区大会 銀賞 

サクソフォン 4重奏 東尾張地区大会 金賞 



平成 27年度 
フルート 4重奏 東尾張地区大会 銀賞 

クラリネット 4重奏 東尾張地区大会 銀賞 

平成 28年度 

打楽器 7重奏 東尾張地区大会 銀賞 

金管 8重奏 東尾張地区大会 銀賞 

サクソフォン 4重奏 東尾張地区大会 銀賞 

平成 29年度 

フルート 4重奏 東尾張地区大会 銀賞 

サクソフォン 4重奏 愛知県大会 銀賞 

金管 5重奏 東尾張地区大会 銀賞 

最近の中部日本個人・重奏コンテストの成績 

平成 27年度 打楽器 7重奏 愛知県大会 銅賞 

サクソフォン 4重奏 東尾張地区大会 金賞 

金管８重奏 東尾張地区大会 銀賞 

平成 28年度 クラリネット 5重奏 東尾張地区大会 銀賞 

木管 5重奏 東尾張地区大会 金賞 

金管 6重奏 東尾張地区大会 銀賞 

平成 29年度 クラリネット 6重奏 愛知県大会 銀賞 

金管 7重奏 東尾張地区大会 銀賞 

打楽器 7重奏 愛知県大会 銀賞 

 


