
吹奏楽部 
 

活動場所 
 
 

器楽室・教室 

活動目的 

仲間と協⼒し，互いを思いやる⼼な
ど，豊かな人間性や社会性を養う。
自身も楽しく，聴く人達も楽しい演
奏を仲間とともに奏でる。 

 

活動計画（大会）  

５月 福井地区吹奏楽祭 
 ７月 福井県吹奏楽コンクール 
 ９月 学校祭 
   （2022 年度は８月下旬） 
１１月 音楽フェスティバル 
    福井県ソロコンテスト 
 １月 福井地区アンサンブル 

コンテスト 
    福井県アンサンブル 

コンテスト 
 ３月 定期演奏会 

 

部の代表から一言 
吹奏楽部は、音楽を愛し、音楽に愛されたメンバーが集う部活で
す︕個性豊かな部員と先⽣⽅で、楽しい音楽、そして笑顔あふれ
る日々を織りなしています。 

大会成績 
【2022 年度】 
〇第 70 回全日本吹奏楽コンクール福井県予選高校 A 部門 ⾦賞代表 
〇第 65 回中部日本吹奏楽コンクール福井県予選高校大編成 ⾦賞 
〇第 70 回全日本吹奏楽コンクール北陸支部予選高校 A 部門 銅賞  

【2021 年度】 
〇第 69 回全日本吹奏楽コンクール福井県予選高校 A 部門 銀賞  
〇第 55 回福井県吹奏楽アンサンブルコンテスト福井地区予選 
  ⾦賞 Fl４(代表) Sax4 Sax4 Cl4 打楽器 8 
〇第 45 回全日本アンサンブルコンテスト福井県予選 
  銀賞 Fl4 
〇第 10 回福井県吹奏楽ソロコンテスト 
  ⾦賞 Fl Cb 
 



- 2022 年度の活動内容 - 
 

日付・イベント 紹介 演奏曲目 
【吹奏楽祭】 
5 月 1 日（日） 
＜県⽴音楽堂＞ 
 

福井市内の中学校と高校の吹奏楽部が集まるお祭りイ

ベント。新体制になって初めての大舞台。コンクール

課題曲と DEEP PURPLE メドレーを演奏しました。 

〇 サーカスハット・マーチ  

〇 DEEP PURPLE メドレー 

 

【コンクール】 
全日本県予選 
7 月 22 日（日） 
＜県⽴音楽堂＞ 
中部日本県予選 
7 月 30 日（日） 
＜県⽴音楽堂＞ 
全日本北陸支部予選 
８月 14 日（日） 
＜⾦沢歌劇座＞ 

総勢５７名となり，高校大編成で出場したコンクール。 

全日本県予選にて８年ぶりに県代表となり，北陸吹奏

楽コンクールに出場しました。また，中部日本県予選

にも出場し，昨年度以上にアツく⻑い夏を過ごすこと

ができました︕ 

限られた短い練習時間の中で，⽣徒が主体的に考えて

⾏動し，みんなで意⾒を交わしながら積極的に音楽作

りに励んできました。時には⾏き詰まり，悩むことも

たくさんありましたが，それ以上に得られたものが多

く，厳しくも楽しい時間を過ごしました。 

 

【課題曲】 

サーカスハット・マーチ  

【自由曲】 

⻘い⽔平線（BLUE HORAIZONS） 

【学校祭】 
８月２７日（土） 
＜フェニックスプラザ＞ 

文化祭では劇の演出を取りやめ，演奏中⼼のステージ

としました。コンクールは人数制限があり，かつ新型

コロナウイルスの影響もあって全員で演奏できなかっ

た自由曲をやっと全員で演奏することができました。

また，⽣徒が編曲した曲やポップスも演奏し，聴き応

え十分のステージになったと思います。 

また今年は，文化祭のオープニングでファンファーレ，

そして最終日の体育祭にもファンファーレや特賞歌な

どの演奏の機会をいたただき，昨年にはなかったこと

ができました︕ 

 

○ ⻘い⽔平線 

〇 ミックスナッツ（⽣徒編曲） 

〇 ジブリメドレー（⽣徒編曲） 

○ エルクンバンチェロ 

[ｱﾝｺｰﾙ] DEEP PURPLE メドレー 

 

【野球部の応援】 
9 月１０日（土） 
＜フェニックス球場＞ 

練習時間わずか２日︕急遽野球部の応援へ向かいまし

た︕普段とは異なる野外の演奏と野球部の試合にみん

な興奮気味でした。 

○ 学園天国 

〇 エルクンバンチェロ 

〇 新宝島 

○ アフリカンシンフォニー 

○ 宇宙戦艦ヤマト 

○ DEEP PURPLE メドレー 

○ ミックスナッツ 

〇 サウスポー 

〇 Happiness 



【夢〜ジックデイ】 

９月 25 日（日） 

＜ハピテラス＞ 

駅前のハピテラスにて⾏われた中高⽣ライブに参加さ

せていただきました︕ 

新宝島は⽣徒考案のスタンドプレーで演出し，「君が最

高に輝くように」では歌も歌い，ダンス隊も一⽣懸命

踊りました（ハピテラスでハピリンダンス︕）。なんと

言ってもメドレー２曲は，⽣徒編曲で藤島高校吹奏楽

部オリジナルナンバーです。ここでしか，藤島高校吹

奏楽部でしかできないステージをお届けできたと思い

ます︕ 

過去１番の観客数だったそうです･･･︕野外でしたが，

予想より音が響き，気持ちよく演奏できました。 

 

〇 新宝島 

〇 君が最高に輝くように 

〇 マリオメドレー（⽣徒編曲） 

〇 ジブリメドレー（⽣徒編曲） 

[ｱﾝｺｰﾙ] DEEP PURPLE メドレー 

 

 

 

 

 

 

 
＜今後の予定＞ 
 11 月 音楽フェスティバル 
 11 月 ソロコンテスト 
  1 月 アンサンブルコンテスト 
  3 月 定期演奏会 
 
 

※次ページからは 2021 年度の活動についてです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 2021 年度の活動内容 - 
 

日付・イベント 紹介 演奏曲目 
7 月 22 日（木） 
【コンクール】 
＜県⽴音楽堂＞ 
 

2021 年度は中⽌になったコンクールが実施されまし

た。4 月に新入⽣を迎え，１，２年総勢 54 名で高等学

校 A 部門に参加しました。全員が高校部門のコンクー

ルは初参加。制限の多い練習のなか，自分たちで考え

ながら練習に取り組ました。結果は銀賞でしたが，「楽

しかった︕」と笑顔で終えることができました。 

 

【課題曲】 

吹奏楽のための「エール・マーチ」  

【自由曲】 

喜歌劇「こうもり」セレクション 

9 月 3 日（⾦） 
【学校祭】 
＜フェニックスプラザ＞ 

昨年度同様，コロナ禍の開催となり，短縮したステー

ジとなりました。学校祭は，⽣徒が主体となって演奏・

ダンス・劇・演出などの構成を考えます。今年は，あ

る一家のテレビ事情をモチーフにした劇を曲間に⾏

い，ステージ上の舞台がテレビ番組であるという演出

でステージを作り上げました。CM も BGM を演奏し

て間に挟みました。昨年までとは違った今年のメンバ

ーだからこそできたステージとなりました。 

○ 映画泥棒（BGM） 

〇 シンデレラガール 

〇 天体観測 

○ Make you happy 

○ Death by Glamour（BGM） 

○ 古龍を脅かす獣⽛（BGM） 

○ ハリウッドマイルストーンズ 

[ｱﾝｺｰﾙ] DEEP PURPLE メドレー 

 

11 月 12 日（⾦） 

【音楽フェスティバル】 

＜県⽴音楽堂＞ 

マーチング部やバトン部も含めた高校 15 団体が集ま

る秋の祭典に参加しました。当校はコンクールに参加

したメンバーが残るので，今年は大曲１曲を披露する

ことになりました。なかなか全員揃って練習すること

はできませんでしたが，本番は楽しく演奏することが

できました。他校の演奏も⾒ることができた良い機会

となりました。課題もたくさん⾒つかったので，これ

からの練習に⽣かしていこうと思います。 

 

○PUSZTA 

3 月 26 日（土） 

【定期演奏会】 

＜福井県県⺠ホール＞ 

今年度の集大成となる定期演奏会を開催しました。新

型コロナウイルス感染拡大により，何度もプログラム

を変更しながら限られた時間で練習してきました。各

学年ステージと全体ステージという３部構成となり，

短い時間ではありましたが，それぞれの学年の⾊や個

性が発揮され，最後の全員ステージも笑顔溢れる演奏

となりました。 

２年⽣はこのステージがラストとなり，部活引退です。

新２年⽣に向け，よいバトンを渡せたのではないかと

思います。 

〇銀河鉄道 999 〇天体観測 〇Gee 

〇風になりたい 〇嵐メドレー 

〇マーチ「ブルー・スプリング」 

〇吹奏楽のための「風の舞」 

〇ドラクエ「序曲」 〇宝島 

〇マゼランの未知なる大陸への挑戦 

〇ハリウッドマイルストーンズ 

〇さくらのうた 

[ｱﾝｺｰﾙ] DEEP PURPLE メドレー 


