オーケストラとうたう こども合唱団 演奏歴
年
2000年

2001年

日付

会

場

2005年

備

考

ゼーリガー

たちかわ国際クラシックコンサート

茂木大輔

レクチャーコンサート

郡司 博

たちかわ国際クラシックコンサート

2/3 新宿文化センター

バッハ『マタイ受難曲』

郡司 博

4/6 東京芸術劇場

バッハ『マタイ受難曲』

茂木大輔

10/13 アミューたちかわ

バッハ『マタイ受難曲』

P.セルペンティ たちかわ国際クラシックコンサート

12/15 アミューたちかわ

クリスマスキャロル

郡司 博

12/21 東京芸術劇場

クリスマスキャロル

郡司 博

バッハ『マタイ受難曲』

H.J.ロッチュ

7/21 国分寺いずみホール ジムノペティ、ふるさと、メドレー

郡司 博

10/4 東京芸術劇場

メンデルスゾーン『聖パウロス』より

H.マイナルドゥス

11/23 アミューたちかわ

大きな古時計、ぞうさん

郡司 博

12/14 東京芸術劇場

フォーレ 『レクイエム』より

郡司 博

12/28 新宿文化センター

『こどもたちのための交響歌』

郡司 博

バッハ『マタイ受難曲』

H.J.ロッチュ

5/18 新宿文化センター

マーラー『千人の交響曲』

G.ベルティーニ 東京都響マーラーシリーズ

5/19 さいたま会館

マーラー『千人の交響曲』

G.ベルティーニ 東京都響マーラーシリーズ

5/20 横浜みなとみらいホール マーラー『千人の交響曲』

G.ベルティーニ 東京都響マーラーシリーズ

10/9 新宿文化センター

郡司 博

モーツァルト『レクイエム』より

10/17 SDA立川キリスト教会 『チコタン』

郡司 博

12/26 アミューたちかわ

『こどもたちのための交響歌』*

郡司 博

4/10 東京芸術劇場

『チコタン』*

郡司 博

4/22 アミューたちかわ

『ゆめ』* ／『チコタン』*

郡司 博

6/19 SDA立川キリスト教会 『チコタン』

郡司 博

7/27 SDA立川キリスト教会 『怪獣のバラード』他

郡司 博

8/21 三鷹芸術文化センター
12/19 東京芸術劇場
2/11 ルネこだいら
4/2 紀尾井ホール
4/22 アミューたちかわ

2007年

指揮者

郡司 博

8/7 東京芸術劇場

2006年

*はオーケストラ用にアレンジしたものです

クリスマスキャロル

4/3 新宿文化センター

2004年

名

オルフ 『カルミナ・ブラーナ』
／ビゼー 『カルメン』より
11/11 三鷹芸術文化センター バッハ 『マタイ受難曲』
シュトラウス 『ラデツキーマーチ』*
9/9 アミューたちかわ
／團伊玖磨 『河口』

3/29 新宿文化センター

2003年

曲

9/17 アミューたちかわ

12/24 新宿文化センター

2002年

R3 2015.5.9

韓国アカデミー合唱団共演
第9演奏会

ブリテン『戦争レクイエム』

H.マイナルドゥス

日中韓米独共演
（ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ･ｶﾞｰﾙｽﾞ・ｼﾝｶﾞｰｽﾞ）

『こどもたちのための交響歌』*
／『チコタン』*

郡司 博

みたかジュニア音楽祭

クリスマスキャロル*

郡司 博

ベネフィットコンサート

『ゆめ』 『こどもたちのための交響歌』 郡司 博

（2台ピアノによる）

佐藤敏直『生きるものへの挨拶』秋他 郡司 博

佐藤敏直の世界

佐藤敏直『生きるものへの挨拶』『ゆめ』

郡司 博

春わくわく （2台ピアノによる）

6/3 東京芸術劇場

『ゆめ』*

郡司 博

NPO法人創立5周年演奏会

8/9 旭川公演

『こどもたちのための交響歌』*他

郡司 博

10/19 杉並公会堂

バッハ『マタイ受難曲』

H.J.ロッチュ

12/15 東京芸術劇場

『さる』 『鳥になれたらいいなって』*
／『生きるものへの挨拶』

郡司 博

12/26 トリトンスクエア

『さる』『こどもたちのための交響歌』

鈴木直人
こどもとオーケストラと
混声合唱のコラボレーション

1/21 新宿文化センター

『鳥になれたらいいなって』*

9/22 東京芸術劇場

ラター『こどもたちのミサ』

J.リンク

12/9 アミューたちかわ

クリスマスキャロル* 『ハレルヤ』

H.J.ロッチュ
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年
2008年
（東京荒
川少年少
女合唱隊
主催演奏
会にも出
演）

日付

会

場

名

6/29 新宿文化センター

ラター 『こどもたちのミサ』
／オルフ『カルミナ･ブラーナ』

H.ﾏｲﾅﾙﾄﾞｩｽ他 （2台ピアノによる）

12/14 アミューたちかわ

クリスマスキャロル*

鈴木直人

12/21 新宿文化センター

『鳥になれたらいいなって』*

山神健志

バッハ 『マタイ受難曲』

H.J.ロッチュ

チコタン (オケとのコラボ）

郡司 博

10/19 新宿文化センター

ベネフィットコンサート

郡司 博

ラター「こどものミサ」

郡司 博

3/4 新宿文化センター

千人の交響曲

O.レナルド

4/4 新宿文化センター

ラター「こどものミサ」

右近大次郎

クリスマスキャロル

山神健志

ベネフィットコンサート

（高関 健）

東日本大震災により中止

佐野 裕

（指導：島田康祐）

12/19 新宿文化センター

3/12 （新宿文化センター） 「戦争レクイエム」公演中止
4/12 サントリーホール

題名のない音楽会
「戦争レクイエムより」

6/23 東京オペラシティホール 「戦争レクイエムより」
9/24~25 SDA立川キリスト教会 フレンドリーコンサート

12/18 新宿文化センター
2/18 杉並公会堂
4/8 サントリーホール
9/17 東京芸術劇場
2012年

考

郡司 博

2/28 アミューたちかわ

2011年

備

『こどもたちのための交響歌』

12/20 SDA立川キリスト教会 クリスマスキャロル

2010年

指揮者

3/16 新宿文化センター

3/29 新宿文化センター
2009年

曲

郡司 博
郡司 博

郡山少年少女合唱団を迎えて

クリスマスキャロル

郡司 博

ベネフィットコンサート

合唱フェスィバル
プロローグ、天使からのメッセージ

島田・小林・津上

バッハ 『マタイ受難曲』

郡司 博

こどもたちの交響曲より

郡司 博

10/8 八王子オリンパスホール こどもたちの交響曲

郡愛子リサイタルにて

J.リンク

＊これまでが「オーケストラとうたうこども合唱団で活動終了
12/ SDA立川キリスト教会 クリスマスコンサート（主催：島田康祐） 島田康祐
12/21 杉並公会堂
1/12 成美教育文化会館

東京こども合唱団

ラター 『こどもたちのミサ』

郡司 博

ラターこども合唱団

忘れてならないその日コンサート

小林・津上

東京こども合唱団

郡山演奏会に参加

島田康祐

～3月 ＊東京こども合唱団 閉団

2013年

4/6 五反田文化センター 鳥になれたらいいな

郡司 博

音楽劇「モーツァルトとサリエリ」

鳥になれたらいいな

津上佳子

杜の歌・こども合唱団

平和への道程

郡司 博

12/14 SDA立川キリスト教会 あらしのよるに

郡司 博

＊津上、越前、小池スタッフで「杜のうた・こども合唱団」活動再開

5/12 成美教育文化会館
11/26 杉並公会堂
2/2 東京芸術劇場

平和への道程

J.リンク

2/ SDA立川キリスト教会 上田真樹『あらしのよるに』
2014年

2/23 オリンパスホール

上田真樹『あらしのよるに』

郡司 博

3/16 新宿文化センター

ｵｰｹｽﾄﾗと歌う日本の合唱曲

郡司 博

5/11 成美教育文化会館

上田真樹『あらしのよるに』

郡司 博

12/20 SDA立川キリスト教会 ラター、メンデルスゾーン
2015年

小林荘子

3/7 練馬文化センター
3/26 東京芸術劇場

小林・津上

上田 益『スタバト・マーテル』

右近大次郎

上田真樹『あらしのよるに』

郡司 博

★この他に年1回「こども独唱発表会」と「夏季合宿」を行っています。
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会津こども合唱団と共に

