
 

2021/3/15更新 

皆さん！こんにちは！                  

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部（みなと winds）は、聴

いてくださる皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目

標に、1 年生 9 名、2 年生 11 名、3 年生 9 名で、毎日楽しく活動して

います。 

今年度もいよいよ定期演奏会の季節となりましたが、皆様もご存じの通

り、緊急事態宣言が首都圏に発令されていることなどから、開催可否や

形態などを現在検討中です。3 月 22 日（月）頃には、また HP を更新

させていただきますので、今しばらくお待ちください。現段階では、学

校側の体制として、定期演奏会が開催できるように準備を進めておりま

す。詳細は、次の通りとなっております。 

横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部 第 19 回定期演奏会 
日時：2021 年 3 月 29 日（月）  開場：17:00  開演：17:30 

     ※感染症対策を含め、プログラムも短くして、終演時間も例年より早くなる予定です。  

 

会場：神奈川県民ホール 大ホール 

 

アクセス：ＪＲ線、ブルーライン「関内駅」より徒歩 15 分 

      みなとみらい線「日本大通り駅」より徒歩 5 分 

 

曲目：夏汽湊（オリジナル曲）、交響曲第 2 番「キリストの受難」より、「ポカホンタス」より ほか 

 

来場される場合には、マスクの着用、アルコール消毒などの感染症対策にご協力ください。 

     ※現在のところ、通常通りの開催ができるよう準備を進めておりますが、急遽開催形態などを 

       変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。変更がある場合には、学校ＨＰで 

       ご連絡させていただきます。 

みなと winds 2020 



  



 

皆さん！こんにちは！                  

私たち、横浜市立みなと総合高等学

校吹奏楽部（みなと winds）は、聴

いてくださる皆さまに、音楽の楽し

さや私たちの想いを届けることを目

標に、1 年生 9 名、2 年生 12 名、

3 年生 9 名で、毎日楽しく活動して

います。今年度は文化祭や体育祭が

中止となり、社会の情勢からなかな

か本番を行うことができませんでしたが、先日横浜武道館にて行われた

『みなとフェス』において、1,2 年生による初めての本番を行うことがで

きました！ 

さて、11 月 14 日、21 日（土）に行われる予定の学校説明会でも演奏

や楽器体験を行う予定でしたが、感染症予防の観点から、発表や楽器体験

の実施を見送りさせていただくことになりました。当日は、教室にて現在

取り組んでいるアンサンブルチーム毎の練習を行う予定です。また、音楽

室前で各演奏会の映像などを準備しておりますので、興味のある方はぜひ

お越しください。 

皆さんにお会いできることを楽しみにしています♪ 

 



皆さん！こんにちは！                  

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽

部（みなと winds）は、聴いてくださる皆さ

まに、音楽の楽しさや私たちの想いを届ける

ことを目標に、1 年生 9 名、2 年生 12 名、

3 年生 9 名で、毎日楽しく活動しています。 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から、毎年出場していた吹奏楽コンク

ールが中止となってしまいました。夏休み期

間も短縮となり、例年通りの活動はできませ

んでしたが、次に行われる本番に向けて練習

を行っています。現在は、今年度の吹奏楽コンクールで演奏予定だった A.

メンケン作曲 宍倉 晃編曲『ポカホンタス』より を年度末に予定している

定期演奏会に向けて取り組んでいます。今年度の定期演奏会は、コンクー

ル会場でおなじみの『神奈川県民ホール 大ホール』にて、3 月 29 日（月）

18:00～を予定しています。みなと総合高校吹奏楽部としては初めてとな

る、県民ホールでの定期演奏会となります。夏に演奏できなかった想いを

胸に、昨年度の中止となった定期演奏会の分まで、頑張ります！ 

 

吹奏楽部による楽器体験コーナーは中止となりました【11/6 更新】 

代わりに練習見学や、演奏会の様子を映像にてお届けいたします。 



 

皆さん！こんにちは！明けましておめでとうございます！ 

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部（みなと winds）は、 

聴いてくださる皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目

標に、日々活動に取り組んでいます！ 

年末に行われたＴＡＭＡアンサンブルフェスタで

は、管楽 5 重奏が銀賞、打楽器 3 重奏が銀賞（多摩

音楽振興会グッドサウンド賞も同時に受賞）を受賞

することができました。金賞まであと僅かでしたが、

悔いのない演奏をすることができたと思います。 

さて、仮引退していた 3 年生も復帰し、いよいよ今

年度の集大成となる、『第 18 回定期演奏会』に向け

ての活動が始まりました。みなと winds 全部員で奏

でる1年間のまとめとしての演奏会です！ぜひお越

しください♪♪ 

横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部 第 18 回定期演奏会 
日時：2020 年 3 月 31 日（火）  開場：17:30  開演：18:00 

 

会場：川崎市スポーツ・文化総合センター（通称：カルッツかわさき） 大ホール 

 

アクセス：ＪＲ線「川崎駅」より徒歩 15 分（バス 5 分） 

      京浜急行線「京急川崎駅」より徒歩 12 分（バス 4 分） 

 

曲目：交響組曲『シネマ・トリロジー』～スタジオジブリ・コレクション～ 

    『美女と野獣』より、 歌劇『ジャンニ・スキッキ』   ほか 

打楽器 3重奏チーム 

（トリオ・パー・ウノ） 

管楽 5重奏チーム 

（3つの花） 



  



2019/11/6更新 

皆さん！こんにちは！ 

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部（みなと winds）は、 

聴いてくださる皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目

標に、日々活動に取り組んでいます！ 

先日行われたアンサンブルコンテストでは、金管８

重奏、木管８重奏の両チームが「金賞」をいただき

ました。両チームとも金賞を受賞するのは、開校以

来初めてのことです。目標として神奈川県大会まで

は、あと一歩及びませんでしたが、各チームともア

ンコンに向けた練習の中でたくさんのことを学び成

長することができました。 

今年度は 1,2年生の全部員がそれぞれのチームを組

み、アンサンブルコンテストに参加する予定となっています。12 月 27

日（金）に東京都で行われる TAMA アンサンブルフェスタには、管楽 5

重奏と打楽器 3 重奏が出場します！金賞目指して頑張ります！ 

～今後の予定～ 

①11 月 23 日（土・祝） 学校説明会（中 3 生対象 ♪楽器体験/部活体験 あり♪） 

※詳細は次ページをご覧ください。 

②12 月 26 日（木）横浜市立高校生徒音楽会＠関内ホール 大ホール 

③12 月 27 日（金）TAMA アンサンブルフェスタ＠八王子いちょうホール 

④3 月 31 日（火） 第 18 回定期演奏会＠カルッツかわさき 大ホール 

金管 8重奏チーム 

（テレプシコーレ舞曲集） 

木管 8重奏チーム 

（テレプシコーレ舞曲集） 



 

＜11 月 23 日（土）に行われる学校説明会に参加

を予定されている中学生の皆さんへ＞ 

 

説明会終了後の校舎見学時に、3 階音楽室にて 

 

♪♪みなと winds 楽器体験イベント♪♪ 

 

を行います！！ 

 

「楽器なんて吹けないよ．．．むずかしそう．．．」 

「楽譜が読めないのですが．．．」 

とおっしゃるアナタ！！心配しなくて大丈夫！ 

みなと winds の先輩が優しく教えます！ 

（たくさんの部員が、高校から新しく楽器を始めています！ 

「音楽が好き」な気持ちがあればすぐ上手になれますよ♪） 

 

楽器経験者の方は、自分の楽器を持ってきてもらえ

れば、一緒に吹くこともできますよ！ 

 

皆さんにお会いできることを楽しみにしています♪ 



 

2019/9/24更新 

皆さん！こんにちは！ 

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部（みなと winds）は、 

聴いてくださる皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目標に、日々

活動に取り組んでいます！ 

さて、8 月 10 日（土）にカルッツかわさきで行われた

神奈川県吹奏楽コンクール、20 日（火）に関内ホールで

行われた第 3回サマーコンサートが終わり、3 年生が仮

引退となりました。現在は 1,2年生による新体制となり、

合計 24 名で毎日楽しく活動しています！ 

8 月 31 日（土）には、みなとみらいのクイーンズサー

クルで、9 月 1 日（日）には、中区みはらしポンテで依

頼演奏を行いました。9 月 20日（金）には、神奈川県庁

で行われた『ピンクリボン 2019』では、県庁をピンク色

にライトアップするセレモニーに参加させていただきま

した。こうしてたくさんの方々から、依頼演奏の機会をい

ただけることは、大変幸せなことだと思っています。 

さて、みなとwinds の次の演奏機会は、9 月 28、29日（土、日）に行われる、み

なと総合高校文化祭「みな総祭」です！詳細は、次の通りになっております。 

また、11 月 23日（金）には中学生を対象とした学校説明会（学校見学会）を行う

予定です。その際に行われる楽器体験についてもお知らせさせていただきます♪ 



＜みな総祭 2019 ステージ発表のお知らせ＞ 

 

日時：2019 年 9 月 28 日（土）   

11:00～11:30 

 

     2019 年 9 月 29 日（日）   

12:45～13:15 

 

会場：本校 体育館ステージ  

 

曲目：「天気の子」コレクション 

    ピースサイン 

    シュガーソングとビターステップ  ほか 

皆さまのご来場、お待ちしております！！ 

 



皆さん！こんにちは！                  2019/7/26更新 

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部（みなと winds）は、 

聴いてくださる皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目

標に、今年度は『突破』というテーマを掲げて、毎日楽しく活動してい

ます。 

7 月 25 日（木）に神奈川県民ホールで行われ

た横浜吹奏楽コンクールでは、金賞を受賞し、

横浜支部代表として神奈川県吹奏楽コンクー

ルに出場することになりました。演奏した曲目

は、A.メンケン作曲 森田 一浩編曲『ノートル

ダムの鐘』より です。横浜支部の代表として、

たくさんの人の想いを背負って、次のステージ

に向けて、全力で頑張っていきたいと思いま

す。 

現在は、8 月 10 日（日）に行われる神奈川県吹奏楽コンクールに向けて

練習に励んでいます。また、サマーコンサートも 8 月中に実施する予定で

す。日時が決まりましたら、また HP を更新させていただきます。 

今年度の定期演奏会は、3 月 31 日（火）の 18:00～ 川崎市スポーツ・

文化総合センター（カルッツかわさき）大ホールにて行う予定です。お時

間ありましたらぜひお越しください♪ 

 



2019/2/4 更新 

 

皆さん！こんにちは！ 

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部（みなと winds）は、 

聴いてくださる皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目標に、日々

活動に取り組んでいます！ 

年末に行われた高文連吹奏楽祭では、酒井 格さ

ん作曲『たなばた』を演奏し、30 団体中 9 位と

いう順位をいただくことができました。大編成の

団体が多数出場する中で不安もありましたが、

19 人という小編成で楽器を持ち替えたり、セク

ションでサウンドをまとめたりと、チームワーク

でカバーした点を評価していただけました。 

また、年明け 1 月 7 日は、日本サクソフォーン

協会主催のアンサンブルコンテストに参加しました。演奏した曲は、三澤 慶さん作

曲『むさしのファンタジア』です。惜しくも本選出場とはなりませんでしたが、秋か

ら始めた「部員全員でアンサンブルに取り組む！」活動が終わり、夏からまた一歩成

長することができたように思います。 

進路で仮引退していた 3 年生も復帰しはじめ、いよいよ 3 月 31 日（日）に県立青

少年センターで行われる第 17 回定期演奏会への準備が始まりました。詳細は以下

のチラシをご覧ください。1年間の活動の集大成となります。ぜひお越しください！  

【昼公演のため、開演は 14:30～です。ご注意ください。】 

みなと winds 2018 



み 



2018/12/10更新 

皆さん！こんにちは！ 

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部（みなと winds）は、 

聴いてくださる皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目

標に、日々活動に取り組んでいます！ 

先日行われたアンサンブルコンテストでは、金管八重奏が金賞、木管打楽

器八重奏が銀賞をいただきました。目標として神奈川県大会まであと一歩

及びませんでしたが、各チームともアンコンに向けた練習の中でたくさん

のことを学び、成長することができました。 

～今後の予定～ 

①12 月 25 日（火）  神奈川県高等学校文化連盟吹奏楽祭 

  会場：ハーモニーホール座間 時間：16;48～ 

  曲目：酒井格作曲 「たなばた」 

②12 月 26 日（水）  横浜市立高校生徒音楽会 

  会場：関内ホール  演奏順：6 番 

③1 月 7 日（月） サクソフォーン協会アンサンブル 録音審査 

④1 月 26 日（土） 第 10 回ポルト・アレグレ演奏会（ＯＢ吹奏楽団） 

  会場：南公会堂   

  



2018/11/12更新 

 みなさんこんにちは！！私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部

（みなと winds）は、 

聴いてくださる皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目

標に、日々活動に取り組んでいます！ 

私たちは現在、11 月 17 日（土）、18 日（日）に行われる横浜アンサン

ブルコンテストと 12 月 25 日（月）に行われる神奈川県高等学校吹奏楽

祭に向けて練習に取り組んでいます。横浜アンサンブルコンテストには本

校からは以下の 2 チームが出演します！ 

①金管八重奏     

曲目：「ア・ラ・カルト」より Ⅴ．Ⅳ．Ⅲ． 

②木管打楽器八重奏  

曲目：パガニーニの主題による変奏曲 

県大会出場を目指して、毎日元気に活動してい

ます！また、サキソフォンパートは 3 月に行わ

れるサックス協会アンサンブルコンテストに向

けて練習をしています。 

11 月 25 日（日）には、校内で関係者向けアンサンブルコンサートを開

催する予定です。忙しい毎日ですが、より良い音楽を作るためにみんなで

協力しながら頑張っていきたいと思います！ 

 



＜11 月 23 日（金・祝）に行われる学校説明会に参

加を予定されている中学生の皆さんへ＞ 

 

説明会終了後の校舎見学時に、3 階音楽室にて 

 

♪♪みなと winds 楽器体験イベント♪♪ 

 

を行います！！ 

 

「楽器なんて吹けないよ．．．むずかしそう．．．」 

「楽譜が読めないのですが．．．」 

とおっしゃるアナタ！！心配しなくて大丈夫！ 

みなと winds の先輩が優しく教えます！ 

（たくさんの部員が、高校から新しく楽器を始めています！ 

「音楽が好き」な気持ちがあればすぐ上手になれますよ♪） 

 

楽器経験者の方は、自分の楽器を持ってきてもらえ

れば、一緒に吹くこともできますよ！ 

 

皆さんにお会いできることを楽しみにしています♪ 

 



2018/9/11更新 
皆さん！こんにちは！ 

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部（みなと winds）は、 

聴いてくださる皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目

標に、日々活動に取り組んでいます！ 

8 月 23 日（木）には、クイーン

ズスクエア横浜での吹奏楽演奏会

に参加しました。たくさんの方々

に演奏を聴いていただけること

は、私たちにとって大きな喜びで

す。 

9 月 2 日（日）には、中区障がい

者支援施設「みはらしポンテ」に

て行われたお祭りに参加し、演奏

をさせていただきました。地域の

方々に日々支えられ、つながりを

感じた本番となりました。 

 

さて、次の本番は、9 月 29 日、30 日に行われる「みな総祭」での演奏

です！詳細は以下のようになっております。たくさんの方々にいらしてい

ただけることを部員一同心より楽しみにしております。 



＜みな総祭 2018 ステージ発表のお知らせ＞ 

 

日時：2018 年 9 月 29 日（土）   

14:00～14:25 

 

     2018 年 9 月 30 日（日）   

12:45～13:10 

 

会場：本校 体育館ステージ  

 

曲目：アラジン 

    君のひとみに恋している 

    Let’s Swing  ほか 

皆さまのご来場、お待ちしております！！ 



  



2018/7/29更新 
皆さん！こんにちは！ 

私たち、横浜市立みなと総合高等学校吹奏楽部（みなと winds）は、 

今年度『湊志想愛（相思相愛）』をスローガンに掲げ、聴いてくださる 

皆さまに、音楽の楽しさや私たちの想いを届けることを目標に、日々活動

に取り組んでいます！ 

7 月 24 日（火）に神奈川県民ホール

で行われた横浜吹奏楽コンクールで

は、金賞を受賞し、横浜支部代表として

神奈川県吹奏楽コンクールに出場する

ことになりました。横浜の代表として、

たくさんの人の想いを背負って、全力で頑張っていきたいと思います。 

現在は、8 月 8 日（水）に保土ケ谷公会堂で行う第 2 回サマーコンサー

トに向けて練習に励んでいます。お時間ありましたらぜひお越しください。 

＜第 2 回サマーコンサートのお知らせ＞ 

日時：2018 年 8 月 8 日（水） 13:30 会場 14:00 開演 

会場：保土ケ谷公会堂（相鉄線星川駅より徒歩 3 分）  

曲目：ミュージカル「レ・ミゼラブル」より（コンクール自由曲） 

マーチ・ワンダフルヴォヤージュ、ほか    入場無料 

 

皆さまのご来場、お待ちしております！！ 


