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令和３年度 神奈川県高等学校総合文化祭 

第６３回 神奈川県高等学校合唱祭の開催について 
（兼 令和４年度 第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会合唱部門派遣選考会） 

 

  時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より本連盟の行事につきましてご理解、 

 ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

  さて、次のように「神奈川県高等学校総合文化祭・第６３回高等学校合唱祭」を開催いたしますの

で、趣旨をご理解いただき、関係生徒の参加についてご配慮の程よろしくお願い申し上げます。 

  なお、同封の要項を貴校関係職員にお渡しいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

１ 趣 旨   ・合唱を愛好する県内高校生が一堂に会し、互いの演奏を聴きあうことにより、 

合唱を通して相互の交流を図る。 

        ・公開の演奏会による発表を通して音楽的な表現、技術の向上を図る。 

 

２ 主 催   神奈川県高等学校文化連盟 

        神奈川県教育委員会 

  主 管   神奈川県高等学校文化連盟合唱専門部会 

        神奈川県高等学校教科研究会音楽部会 

        神奈川県高等学校音楽教育研究会 

 

３ 日 時   令和３年１２月２５日（土）１０：００～ 

          （参加団体数などにより時間を変更する場合もあります。） 

 

４ 会 場   神奈川県立音楽堂 

            横浜市西区紅葉ヶ丘 9－2  TEL：045(263)2567 

 

５ 詳 細   別紙要項の通り 

 

 

 

                           問合せ先 
令和３年度理事：県立百合丘高等学校 城戸 まゆみ 

                         TEL 044(977)4712      FAX  044(976)8735 

                

担当：県立大船高等学校      三浦 ひろ美 

TEL 0467(47)2374  FAX 0467(43)4856 

 

 

 

 

 



令和３年８月２５日  

音楽科教諭 

合唱部顧問殿 

                 神奈川県高等学校文化連盟 

               会  長   大沢 利郎 

合唱専門部会長 九石美智穂 

                  神奈川県高等学校教科研究会 

                                                   会  長     倉田  寛 

                                  音楽部会長   岡本 裕子 

 

令和３年度 神奈川県高等学校総合文化祭 

第６３回 神奈川県高等学校合唱祭 開催要項 

（兼 令和４年度 第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会合唱部門派遣選考会） 

 

 １ 趣 旨   ・合唱を愛好する県内高校生が一堂に会し、互いの演奏を聴きあうことにより、 

合唱を通して相互の交流を図る。 

         ・公開の演奏会による発表を通して音楽的な表現、技術の向上を図る。 

 

 ２ 主 催   神奈川県高等学校文化連盟 

         神奈川県教育委員会 

   主 管   神奈川県高等学校文化連盟合唱専門部会 

         神奈川県高等学校教科研究会音楽部会 

         神奈川県高等学校音楽教育研究会 

 

 ３ 日 時   令和３年１２月２５日（土）１０：００～ 

          （参加団体数などにより時間を変更する場合もあります。） 

 

 ４ 会 場   神奈川県立音楽堂  横浜市西区紅葉ヶ丘 9－2 TEL：045(263)2567 

 

 ５ 参加資格  県内高等学校等在籍生徒（複数校による合同参加も可） 

          中学生の参加については、この開催要項の１５その他（１）を確認してください。 

          各校からの参加団体数については、１５その他（２） を確認してください。 

 

 ６ 演奏基準  （１）演奏は曲間を含めて４分（派遣希望団体は５分）以内（時間厳守）とします。 

            （感染対策に必要な時間を確保するため、演奏時間は短くなっております。ご理解 

             ください。） 

なお、演奏時間にはパフォーマンス等の時間も含まれます。またピアノの伴奏者が 

複数の場合、人が変わるたびにピアノ椅子を交換していただきます。その時間も配 

慮して選曲をお願いします。譜めくりは 1 名までとしてください。 

 

（２）一度に舞台上で演奏できる人数の上限は２０名（指揮者、伴奏者、譜めくりを除く） 

です。２０名を超える学校は２グループまで申し込みができます。ただし同じ生徒 

が両グループに出演することはご遠慮ください。なお全発表団体数が５２を超えた 

場合には１校につき１グループのみとさせていただきます。参加団体数は１０月中 

にメールで連絡いたします。 

 

（３）著作権に関して権利者の許諾が必要な場合は、出演団体で所定の手続きを行ってく

ださい。 

 

（４）ステージのみの演奏とします。客席の使用はできません。また立ち位置は指定とな

り、演奏中の移動はできません。また顔の向きを変えてしまうと距離が保てなくな

るので、向きを変えるような振り付けはしないでください。 

 

（５）伴奏楽器はピアノのみとします。（下手固定） 

 

 



 ７ 講 師   講師の先生方に、全国高等学校総合文化祭の派遣選考、及び講評をお願いしています。 

         講師：荻原 美城氏、 堅田 優衣氏、 蟹江 春香氏  

  

 ８ 参加費    団体参加費：４，０００円（高文連未加盟校：８，０００円、複数校での参加の場合 

２校： ３，５００円、３校： ２，５００円、４校： ２，０００円） 

＊上記６の（２）により２グループ参加する場合は、合わせて１団体とみなします。 
＊参加費は１２月１１日（土）の参加団体説明会当日、受付にて集金いたします。 

９ 申込みについて 

（１） 別紙、参加申込書に必要事項を記入の上、郵送で申し込んでください。 

《申込み先》 

〒２13－００１1  川崎市高津区久本３－１１－１ 

   川崎市立高津高等学校 和泉 亮哉 

   TEL０４４（８１１）２５５５  FAX ０４４（８１２）７０３０ 

 

《申込み期日》  令和３年１０月１日(金)～１０月１５日(金） 

＊当日消印有効 

１０月１５日当日消印以降の申込みや、電話・Fax 等による申

込みは、受理出来ませんのでご注意ください。 
 

（２）参加申込書 記入上の注意事項 

  以下の注意事項をよくお読みいただき、漏れのないよう記載してください。 
 

① 演奏時間については必ず計測し、正確に記入してください。例年、演奏時間を

超過する団体が複数あり、運営に支障をきたしております。曲間を含め４分（ 

派遣希望団体は５分）以内の時間を必ずお守りください。 

② 演奏曲について、プログラムの書式を統一するため、別紙の記入例に従い正確

に記入してください。 

 

ｱ. 合唱組曲から抜粋し選曲する場合は、「 組曲（曲集）名から曲名 」 

のように記入してください。 

ｲ. 外国曲は原題を記した後、日本語訳を（ ）の中に記入してください。 

また作詞・作曲者名は原語のままで構いません。 

ｳ. 演奏曲が日本民謡、黒人霊歌等の場合、編曲者名を記入してください。 

           

③ 正式な曲名や曲目、作詞・作曲・編曲者がわかる楽譜(表紙または１ページ目等)

のコピーを同封してください。A４サイズで右上に団体名を記載してください。 

 

④ 複数校による合同の参加の場合は、それぞれの学校から、参加申込書を提出し

てください。 

 

⑤ 当日の演奏順に関しては高文連合唱専門部会に一任していただきますが、授業、

学校行事等特別の事情がある場合は参加申込書通信欄に記入してください。な

お２０名を超える学校で２グループ参加申し込みをする学校のプログラムは連

番配置します。離して演奏したい場合は申込書の□にチェックを入れてくださ

い。 

 

⑥ 本合唱祭は次年度開催、第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会合唱部門へ

派遣する団体の選考会を兼ねることになっております。派遣を希望する団体は、

派遣に当たっての別紙文書をよくお読みの上、専用の参加申込書に記入してく

ださい。 

 

⑦ 参加申込書には必ず公印が必要です。 

 

 

 



（３）曲目等の変更 

   ・提出された演奏時間で進行表を作成します。演奏時間の変更はしないでください。 

・演奏時間以外の変更は申込み先に、修正した参加申込書と②③の出典コピーを郵

送し、その旨電話連絡をしてください。 

   ・プログラムへの反映は、１１月１２日（金）までとします。期日を過ぎますと、 

当日の掲示等のみによる案内になります。 

・参加団体数が５２を超え、２グループで申し込んだ学校が１グループのみの参加

になった場合は、曲目等の変更の有無を伺います。 

１０ 座席について 

新型コロナウィルス感染予防の観点から、座席は指定とし、ブロックごとの入替制にいた

します。詳細は後日お知らせいたします。 

 

１１ 生徒委員について  

・本合唱祭は、全ての参加校の生徒委員に運営の仕事をお願いしています。各団体から

１～２名の選出をお願いします。今年度は生徒委員の事前の打ち合わせ会は行いませ

ん。本番当日の委員の仕事は自分が出演する部の仕事をしていただく予定です。 

・また、事情により生徒委員を出すことが難しい場合には、参加申込書の通信欄にお書

きください。 

 

１２ リハーサルについて 

         今回はリハーサルを行いません。客席から直接ステージに上がります。 

 

１３ 運営補助役員のお願い 

顧問および引率の先生方に合唱祭当日の運営補助のご協力をお願いします。仕事の内容等

詳細は、参加団体説明会でご説明いたします。 

 

 

１４ 今後のスケジュールについて 

（１）１１月下旬：郵送「参加団体説明会のお知らせ」（派遣依頼） 

           「出演時間について」 

 

(２)１２月１１日 (土)１３:００～（受付１２:３０～）「参加団体説明会」 

＊「参加団体説明会」には必ず参加団体の顧問がご出席ください。 

 
１５その他    

（１）中学生の参加は原則としては認められませんが、通常の活動を中高合同で行ってお

り演奏の編成上必要な場合は、参加を認めています。中学生が参加する場合は申

込書の該当欄に記入をお願いします。なお、全国大会への派遣を希望する団体に

中学生が含まれる場合は、特に留意していただきたい事項がございますので、別

紙「派遣団体の選考について」の「参加資格」欄を併せてご確認ください。 

 

（２）原則 1 校１グループのみの参加とします。一度に舞台上で演奏できる人数の上限は 

20 名です。20 名を超える学校は２グループまで申し込みができます。ただし、同 

じ生徒が両グループに出演することはご遠慮ください。なお全発表団体数が５２を 

超えた場合には１校につき１グループのみとさせていただきます。 

 

 （３）今年度は全体合唱を行いません。 

 

（４）選考会によって次年度全国高等学校総合文化祭合唱部門への派遣が決定された学校 

へは教育長賞、次点の学校へは高文連会長賞、全出演校に高文連合唱専門部会長賞 

が贈られます。 
 

（５）ビデオ撮影に関しては、自校の演奏に限り許可します。 

 

＊この要項は、高文連のホーム・ページに UP されています。 



 
 

令和４年度 第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会 派遣団体の選考について 
 
神奈川県高等学校合唱祭は、次年度の全国高等学校総合文化祭派遣団体の選考会を兼ねております。 

つきましては、派遣を希望する団体は、以下の留意点、選考手順等をよくお読みの上お申込みください。 

 

【参加資格】 

・ 高等学校文化連盟（高文連）加盟校で、第６３回高等学校合唱祭に参加していること。 

・ 全国高等学校総合文化祭での演奏が生徒（指揮者･伴奏者は除く）のみで構成されていること。 

・ 全国高等学校総合文化祭への同一校 2 年連続推薦は行いません。今回の選考によって東京大会に派遣

された団体(複数校で一団体として派遣された場合は、いずれの学校においても)は次年度（鹿児島）

大会派遣選考の対象といたしません。 

・ 今回の選考によって東京大会に派遣される団体に中学生が含まれる場合、規定により全国高文連およ

び開催県実行委員会の協議が必要となるため、所定の理由書等を提出していただきます。また参加で

きる中学生の数の割合に上限が設けられる可能性がありますので、ご留意ください。 

 

【派遣団体数】 

 

    １団体 

 

【申し込みについて】 

  派遣希望団体用参加申込書にて希望を受付けます。複数による合同の場合は通信欄に“○○高校

と合同”と記入し、それぞれの学校から参加申込書を提出してください。 

   

【楽譜の提出について】 

演奏する曲の楽譜（コピー譜不可）３部を、参加団体説明会の際、受付に提出してください。 

なお、楽譜は、合唱祭終了後返却します。 

 

【留意点】 

・ 代表に選出された場合は必ず出場していただきます。辞退は認められません。 

・ 令和４年１月 1６日（日）に行われる神奈川県総合文化祭総合閉会式で演奏をしていただきます。 

・ 旅費等は、高文連から若干の補助がありますが、基本的には各校の負担となります。その旨あら

かじめ学校長に内諾を得ておいてください。 

 

【選考手順】 

１． 合唱祭当日、３名の講師にプログラム中の選考対象団体を通知します。 

なお出演順は、高文連合唱専門部会長の厳正な抽選によって決定させていただきます。 

 

２． 各講師に選考対象団体の演奏を「技術２５点、表現２５点」で評価していただき、順位点で判

断します。順位が同点の場合は素点の合計をもとに協議して判断します。なお演奏時間が５分

を超えた団体は失格とします。 

３．２０名を超える学校で２グループ申込みをする学校の審査対象は第１グループのみとします。 

４．選考結果についての問合せには一切応じられません。 

 

【大会日程】 

 

  第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会 合唱部門   

 

     令和４（２０２２）年 ８月４日（木）東京都豊島区（予定） 

 

 

 


