
主催・お問い合せ：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団  TEL.097-533-4007
共催：大分県高等学校文化連盟／大分県中学校文化連盟／NPO法人大分県芸振

出場団体紹介

劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づく対策を講じた上での公演となります。
詳細は公演特設ページの「感染症対策ご協力のお願い」をご覧ください。

　県内の中学校、高等学校の芸術文化活動
の成果を広く県民に発表する場を設け、将
来の芸術文化の担い手の育成を図ります。
　なお、出演団体は県中学校文化連盟及
び県高等学校文化連盟の推薦による近年
のコンクール等の優秀校です。

開場 13：00／開演 13：30

2022年

12月17日 土

観覧無料［自由席］
※予約不要　※未就学児も入場できます

大分市立原川中学校 吹奏楽部吹奏楽

私たちは「1人1人が輝き、聴いてくれた人が感
動する演奏」を目指して、日々練習に励んでい
ます。少ない人数ではありますが、人数を感じ

させないサウンドがお届けできるよう1人1人精
一杯演奏いたします。どうぞ最後まで楽しんで
お聴きください。

●第59回 大分県吹奏楽コンクール 金賞（大分県代表）　
●第67回 九州吹奏楽コンクール 銀賞　　●第47回 九州アンサンブルコンテスト 銀賞

大分県立大分豊府高等学校 吹奏楽部吹奏楽

こんにちは、大分県立大分豊府高校吹奏楽部です。9月に新
チームになって以来、新しいことに日々挑戦しながら部員全
員全力で練習をして参りました。いつも支えてくださる方々

に感謝の気持ちが伝えられるように、また会場にお越しの皆
様の前で演奏できることに心から喜びを感じながら、演奏さ
せていただきたいと思います。ぜひ楽しんでお聴きください！

●第59回 大分県吹奏楽コンクール 金賞（大分県代表）　　●第67回 九州吹奏楽コンクール 銀賞
●第46回 全国高等学校総合文化祭東京大会「とうきょう総文2022」 出場

学校法人平松学園 向陽中学校 合唱団合 唱

こんにちは！ 私たちは言葉を大切にすることを心がけ
ています。その言葉に込められた意味や意図を考え、
それが聴く人に伝わるように演奏するのが、合唱団の

目標の一つです。今年は多くの方々の支えのおかげ
で、初の全国大会に出場できました。今日は感謝の気
持ちを込めて、精一杯歌いたいと思います。

●第77回 九州合唱コンクール大分県大会 金賞（大分県代表）　　
●第77回 九州合唱コンクール 金賞（九州代表）　　●第75回 全日本合唱コンクール全国大会 銅賞

大分県立芸術緑丘高等学校 合唱部合 唱

私たち芸術緑丘高校合唱部は、音楽科と美術科を合わ
せた17人で活動しています。3年生が卒部され、１、２
年生だけで重厚なハーモニーを作り出すことを目標

に、毎日笑顔で頑張っています。今日は、みなさんと
音楽を楽しめる時間を大切に、演奏させていただきた
いと思います。楽しんでお聞きください！！

●第77回 九州合唱コンクール大分県大会 金賞（大分県代表）　　●第77回 九州合唱コンクール 金賞

大分県立三重総合高等学校 神楽部伝統芸能

三重総合高校神楽部は、前身の三重高校神楽部から引
き継ぎ日々の練習に励んでいます。今年は創部以来、
初めての全国高等学校総合文化祭に出場する機会を得

ました。また、地域の施設やイベント、神社の奉納神
楽に参加し、神楽を披露しています。このような経験
を糧に精進し活動していきたいと思っています。

●第44回 邦楽発表大会「日本の調べ」 銀賞　
●第29回 郷土芸能邦楽新人大会 最優秀賞　　●第45回 邦楽発表大会「日本の調べ」銀賞

大分市立城東中学校 ダンスチームダンス

このダンスチームは中学校と総合型地域スポー
ツクラブが連携し、2018年にスタートしまし
た。練習は土曜日の１時間半のみで、校内の文
化祭や地域のイベントに出演しています。

今日は全国大会でも披露した、今人気のK-POP
やロック等の曲で踊ります。
是非、みなさんも一緒に楽しんでください！

●第７回 全日本小中学生ダンスコンクール 銀賞　　●第22回 全国中学校総合文化祭福岡大会 出場

学校法人 大分高等学校 書道部書 道

こんにちは。大分高校書道部は「意識向上～礼儀・考動・団結～」
の部訓のもと、１年生７名、２年生９名、３年生10名の計26名
で日々活動に取り組んでいます。日頃は、中国の古典、日本の
古筆（こひつ）の臨書（りんしょ）や創作の作品を書き、各展
覧会に出品するため切磋琢磨し頑張っています。今年度の大き

な実績として「第27回全日本高校・大学生書道展」で６年ぶ
りに優勝することができました。また、本日のように地域のイ
ベントで書道パフォーマンスを披露させていただく機会も多々あ
ります。本日は、短い時間ですが、書道の魅力を少しでも感じて
いただけたら幸いです。

●第27回 全日本高校・大学生書道展【高等学校の部】 最優秀校（第1位）
●第31回 国際高校生選抜書展【九州山口】準優勝　　●第46回 全国高等学校総合文化祭 「とうきょう総文2022」 特別賞
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第10回 大分県中高校生芸術文化祭
ダイヤモンドの原石たちが繰り広げる文化の祭典



書道部門

ステージプログラム

学校法人 大分高等学校 書道部

永井　里歩　　　安部　琴美　　　大野　可愛　　　高橋　怜花　　　釘宮 すみれ　　　佐藤　野笑

河野　朱里　　　櫻井　美姫　　　原田　みう　　　牧　絵里加　　　篠田　葉月　　

1

合唱部門

学校法人平松学園 向陽中学校 合唱団 指揮 ： 後藤　善恵 ／ ピアノ：水上　愛理

本室 結佳子　　　芝田 さくら　　　迫田　莉佳　　　安部 実優羽　　　斎藤　玲凛　　　奥永　　旭　　　清水　紫帆

工藤 由梨杏　　　松浦　か子　　　佐藤　来美　　　松原　結芽　　　新名　　凜　　　丸山 ゆかり　　　廣瀬 百合子

山内 こひめ　　　宮内　歩寧　　　渡邉 るのん　　　髙橋　美咲　　　池田　彩華　　　東　　舞桜　　　衛藤　夏乙

原尻　真美　　　嶋村 羽奈乃　　　平川　莉子　　　幸　　愛美　　　治武　　幸　　　野田　智陽　　　大空　　翼

月村　天秋　　　嶋﨑　清孝　　　百軒　義人　　　谷口　修悟　　　福島　弘睦　　　西澤　　隆　　　堀　颯一郎

德力　寛大　　　松岡 宗之介　　　大坂　勇斗　　　渡邉　太陽　　　薬真寺 遼生

◆学生歌　◆「混声合唱曲集　女性詩人による三つの譚歌」から 春　4

大分県立芸術緑丘高等学校 合唱部 指揮 ： 植木　千明 ／ ピアノ：後藤　秀樹

黒川　　恵　　　田中　美那　　　衞藤　杏奈　　　波津久 沙羅　　　岡崎　　遥　　　山田 彩朱花

伊藤　愛夏　　　戸田　侑希　　　相良　優芽　　　石田　紗奈　　　佐藤 希々葉　　　野﨑　美希

原　　凛音　　　溝口　愛華　　　渡邉　愛菜　

◆永遠の花　ほか5

吹奏楽部門

大分市立原川中学校 吹奏楽部 指揮 ： 黒野 茉里恵

野田 小百合　　　野田 あいり　　　三浦　結愛　　　髙橋　梓沙　　　山村　優安　　　宇和田 幸希

森　　優日　　　宮坂 妃瑶莉　　　竹内　紗羅　　　井元　未來　　　吉野　結瑛　　　渡邊　優真

夏田　莉緒　　　緒方　希望　　　中村　智樹　　　後藤　杏華　　　𠮷良　　紬　　　江藤　美空

◆ロマネスク　◆オーディションのための6つの小品（クラリネット三重奏）　◆学園天国　◆新時代　6

大分県立大分豊府高等学校 吹奏楽部 指揮 ： 中村 慎之介

山下 紗斗穂　　　小城 美都紀　　　首藤　明香　　　石井 みらい　　　髙橋　里緒　　　猪原　陽向　　　七田　大雅

市川　楓花　　　吉田　　花　　　清水　美緒　　　宮﨑　秋有　　　三宅　汐菜　　　佐藤　優菜　　　中島　杏葉

野々下 桃花　　　園田　真央　　　仲矢　　碧　　　池邉　友梨　　　嶋田　　董　　　大久保 優茄　　　原　　千乃

登口　伊織　　　中野　志保　　　浜野　春花　　　三ヶ田 唯花　　　杉浦　莉奈　　　安藤 なごみ　　　岩本　梨邑

和田　純奈　　　吉瀨　胡桃　　　佐藤　百華　　　菊池　美祐　　　分藤 まりあ　　　藤井　美気　　　細井　大寛

藤岡　奈都　　　大城　万尋　　　枠谷 ひかる　　　田部 琳太郎　　　井上　　萌　　　三角 アンリ　　　西口　竜生

安部　彩音　　　甲斐　蓮太　　　松田　咲良　　　大城　唯舞　　　安部　渚沙　　　片山　愛理　　　石垣 ヨシュア

佐藤　倖菜　　　青栁　陽生　　　安部　結礼

◆《コンサートの幕開けを飾る》プロローグ・ワン　◆「GR」より　シンフォニック・セレクション　◆宝島　ほか7

ダンス部門

大分市立城東中学校 ダンスチーム

井本　芽衣　　　衞藤　　楓　　　菊川 祐希奈　　　木谷　日和　　　後藤　心愛　　　小林 莉々華

佐藤　有華　　　西山　花桜　　　濵田　愛里　　　矢野　美羽　　　山田 香里奈　　　秋吉　百華

安部　杏香　　　上野　衣莉　　　奥田　咲羽　　　菅　一佳瑠　　　釘宮　ゆめ　　　後藤　優愛

佐藤 里桜菜　　　高田　桃子　　　高橋　　彩　　　氷室　心晴　　　松原 ひより　　　三田　唯月

宮﨑　優菜　　　森田　梨心　　　山形　　雫　　　赤山　莉愛　　　荒木　桜凛　　　岡本 奈々花

神河　早穂　　　秦　くるみ　　　宮﨑　愛莉　　　渡辺　紗彩　　　

◆ Illuminate me　◆Queendom　◆Mic Drop　　ほか2

伝統芸能部門

大分県立三重総合高等学校 神楽部

得丸　浬桜　　　矢野 愛弥人　　　山内　洸承　　　横谷　姫奈　　　石橋 ひなた　　　後藤 みなみ

足立　美羽　　　長野 こころ　　　根間 瑠莉夏　　　森藤　春樹　　　伊東 かさね　　　小野　颯斗

葛城　神揮　　　中島　壱吹　　　安藤　蒼真

◆平国（へいこく）3

開場 13：00／開演 13：30

大分県立大分豊府高等学校 放送部
〈２年生〉田﨑　　芹　・　齋藤　和純
〈１年生〉田中　彩絢

大分県立大分上野丘高等学校 放送部
〈１年生〉幸　　竜矢　・　廣瀬 あかり
 　　　　原田　璃央

司 会

演 目

曲 目

曲 目
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 　　　　原田　璃央

司 会

演 目

曲 目

曲 目

曲 目

曲 目

演 目
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主催・お問い合せ：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団  TEL.097-533-4007
共催：大分県高等学校文化連盟／大分県中学校文化連盟／NPO法人大分県芸振

出場団体紹介

劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づく対策を講じた上での公演となります。
詳細は公演特設ページの「感染症対策ご協力のお願い」をご覧ください。

　県内の中学校、高等学校の芸術文化活動
の成果を広く県民に発表する場を設け、将
来の芸術文化の担い手の育成を図ります。
　なお、出演団体は県中学校文化連盟及
び県高等学校文化連盟の推薦による近年
のコンクール等の優秀校です。

開場 13：00／開演 13：30

2022年

12月17日 土

観覧無料［自由席］
※予約不要　※未就学児も入場できます

大分市立原川中学校 吹奏楽部吹奏楽

私たちは「1人1人が輝き、聴いてくれた人が感
動する演奏」を目指して、日々練習に励んでい
ます。少ない人数ではありますが、人数を感じ

させないサウンドがお届けできるよう1人1人精
一杯演奏いたします。どうぞ最後まで楽しんで
お聴きください。

●第59回 大分県吹奏楽コンクール 金賞（大分県代表）　
●第67回 九州吹奏楽コンクール 銀賞　　●第47回 九州アンサンブルコンテスト 銀賞

大分県立大分豊府高等学校 吹奏楽部吹奏楽

こんにちは、大分県立大分豊府高校吹奏楽部です。9月に新
チームになって以来、新しいことに日々挑戦しながら部員全
員全力で練習をして参りました。いつも支えてくださる方々

に感謝の気持ちが伝えられるように、また会場にお越しの皆
様の前で演奏できることに心から喜びを感じながら、演奏さ
せていただきたいと思います。ぜひ楽しんでお聴きください！

●第59回 大分県吹奏楽コンクール 金賞（大分県代表）　　●第67回 九州吹奏楽コンクール 銀賞
●第46回 全国高等学校総合文化祭東京大会「とうきょう総文2022」 出場

学校法人平松学園 向陽中学校 合唱団合 唱

こんにちは！ 私たちは言葉を大切にすることを心がけ
ています。その言葉に込められた意味や意図を考え、
それが聴く人に伝わるように演奏するのが、合唱団の

目標の一つです。今年は多くの方々の支えのおかげ
で、初の全国大会に出場できました。今日は感謝の気
持ちを込めて、精一杯歌いたいと思います。

●第77回 九州合唱コンクール大分県大会 金賞（大分県代表）　　
●第77回 九州合唱コンクール 金賞（九州代表）　　●第75回 全日本合唱コンクール全国大会 銅賞

大分県立芸術緑丘高等学校 合唱部合 唱

私たち芸術緑丘高校合唱部は、音楽科と美術科を合わ
せた17人で活動しています。3年生が卒部され、１、２
年生だけで重厚なハーモニーを作り出すことを目標

に、毎日笑顔で頑張っています。今日は、みなさんと
音楽を楽しめる時間を大切に、演奏させていただきた
いと思います。楽しんでお聞きください！！

●第77回 九州合唱コンクール大分県大会 金賞（大分県代表）　　●第77回 九州合唱コンクール 金賞

大分県立三重総合高等学校 神楽部伝統芸能

三重総合高校神楽部は、前身の三重高校神楽部から引
き継ぎ日々の練習に励んでいます。今年は創部以来、
初めての全国高等学校総合文化祭に出場する機会を得

ました。また、地域の施設やイベント、神社の奉納神
楽に参加し、神楽を披露しています。このような経験
を糧に精進し活動していきたいと思っています。

●第44回 邦楽発表大会「日本の調べ」 銀賞　
●第29回 郷土芸能邦楽新人大会 最優秀賞　　●第45回 邦楽発表大会「日本の調べ」銀賞

大分市立城東中学校 ダンスチームダンス

このダンスチームは中学校と総合型地域スポー
ツクラブが連携し、2018年にスタートしまし
た。練習は土曜日の１時間半のみで、校内の文
化祭や地域のイベントに出演しています。

今日は全国大会でも披露した、今人気のK-POP
やロック等の曲で踊ります。
是非、みなさんも一緒に楽しんでください！

●第７回 全日本小中学生ダンスコンクール 銀賞　　●第22回 全国中学校総合文化祭福岡大会 出場

学校法人 大分高等学校 書道部書 道

こんにちは。大分高校書道部は「意識向上～礼儀・考動・団結～」
の部訓のもと、１年生７名、２年生９名、３年生10名の計26名
で日々活動に取り組んでいます。日頃は、中国の古典、日本の
古筆（こひつ）の臨書（りんしょ）や創作の作品を書き、各展
覧会に出品するため切磋琢磨し頑張っています。今年度の大き

な実績として「第27回全日本高校・大学生書道展」で６年ぶ
りに優勝することができました。また、本日のように地域のイ
ベントで書道パフォーマンスを披露させていただく機会も多々あ
ります。本日は、短い時間ですが、書道の魅力を少しでも感じて
いただけたら幸いです。

●第27回 全日本高校・大学生書道展【高等学校の部】 最優秀校（第1位）
●第31回 国際高校生選抜書展【九州山口】準優勝　　●第46回 全国高等学校総合文化祭 「とうきょう総文2022」 特別賞

公演特設ページ

未
来
の
ス
タ
ー
が
集
う
！

可
能
性
は
無
限
大
！

第10回 大分県中高校生芸術文化祭
ダイヤモンドの原石たちが繰り広げる文化の祭典


