
ドラム科パーカッション科発表会プログラム 
                     2022 年 4 月 10 日 (日) 

今年でなんと、30回目のドラム科パーカッション科発表会。新型コロナウイルスの流行でミュ

ージシャンは活動が制限される中、配信という形ですが今日の日を迎えられるのは感無量です。

発表会が安心 安全に行われる様、感染予防に万全の対策で挑みますので、参加者の皆さん、ご

協力よろしくお願いします！ 

さて、今回はジャズからロック、アニソンまで 7 曲の課題曲をご用意しました。日頃の練習の

成果を思う存分発揮していただきたいと思います。全力で叩きまくりましょう！  

 

ドラム科講師 岩田康彦 中村誠 

 

課題曲 

■let it go ～ありのままで～（松たか子） 

ディズニー映画「アナと雪の女王」の挿入歌。オーケストラが入った壮大なスケールの楽曲をバンドで演奏するとど

んな感じになるのでしょう？エルサが魔法を使って氷の城を作るシーンを思い浮かべながらお聴きください。 

■迷信 Superstition （スティーヴィー・ワンダー） 

1972 年の楽曲。多くの国でシングルカットされ、多くのミュージシャンにカヴァーされています。岩田先生が高校生

の頃、ラジオから流れるこの曲を聴いてドラムを始めた、というのはきっと誰も知らない話（笑） 

■Bad Medicine （ボン・ジョヴィ） 

1988 年全米ナンバー1 のヒット曲。ブッ叩く感じがハードロック好きなドラマーにはたまらない！キャッチーなメロ

ディーに盛り上がること間違いなし！ 

■紅蓮華 （LiSA） 

テレビアニメ「鬼滅の刃」のオープニングテーマ曲。最近のアニソンヒット曲といえばこれでしょう！発表会用にド

ラムアレンジしてみました！躍動感あふれるリズムをお楽しみください！ 

■ミ アモーレ （松岡直也） 

中森明菜のヒット曲でお馴染みのこの曲ですが、作曲者でジャズピアニストの松岡直也がインストでセルフカバーし

たバージョンです。ラテンテイスト満載の楽曲、ドラム＆パーカッションソロが聴きどころ！ 

■Mission impossible （布袋寅泰） 

トム・クルーズ主演の映画でお馴染みの曲。5 拍子という変拍子で非常に緊張感あふれる曲調となっています。発表会

特別バージョンとして取り入れた、ドラム＆パーカッションソロも聴きどころです。 

■Oleo （Jazz Standard） 

テナーサックスの巨人、ソニー・ロリンズのハードバップナンバー。複雑なシンコペーションの効いたメロディーに

スネアを合わせながらスウィングするところが難しい曲です。ジャムセッションでもよく演奏されるので、ドラムソ

ロまでカッコよく決めたいですね！ 

 

 

 

サポートミュージシャン 

佐藤ミッキー(vo) 石川恭平(gt・cho) 増田裕一(sax・Cho) 馬庭広考（b・cho） 新島豪（key・cho）  

講師 岩田ガンタ康彦・中村誠(dr・perc)   

 



開演 13:30～ 

                  一般の部・1部  ◆今回の発表会の意気込みをお聞かせください。 

1.13:30齋藤史宏 35歳 会社員 歴 9年 曲・紅蓮華 ◆しっかりした Grooveを作り落ちついたリズムをキ

ープする。 

2.13:35和田隆之 46歳 会社員 歴 1年 曲・Bad Medicine  ◆本番に弱いです、、、とハードルを下げておき

ます。もう開き直って緊張も含めて楽しみます。 

3.13:40坂上智哉 16歳 学生 歴 1年 曲・迷信 ◆がんばります！ 

4.13:45我妻あや子 64歳 歴 2年 自営 曲・迷信 ◆大好きな曲なので、ノリノリでやりたいです！ 

5.13:50芦谷心愛 18歳 歴 1年 曲・迷信 ◆楽しく演奏したいです。がんばります。 

6.13:55青木克行 57歳 会社員 歴 5年 曲・迷信 ◆狂ったように叩く！ 

7.14:00宇秋雅晴 会社員 歴？年 曲・迷信 ◆ハードロック/ヘヴィーメタルしか聴いてこなかった人間がフ

ァンク/ソウルの曲を叩くようになるとは自分でも驚きです。こういうミスマッチを楽しみたいです。 

8.14:05清水郁夫 67歳 会社員 二十余年 曲・Oleo  ◆意気込まず体全体の力を抜く。（手は抜かない） 

9.14:10杉山博則 36歳 公務員 歴 10年 曲・Mission impossible◆一級建築士ドラマーとして頑張ります。 

10.14:15高口尚子 歴？年 曲・紅蓮華 ◆強弱の表現 

11.14:20須山清美 パート社員 歴 11か月 曲・迷信 ◆初めての発表会、緊張するかもしれないけれど、楽

しんで演奏したいと思います。 

12.14:25吉光きらり 23歳 会社員 歴 1年 曲・迷信 ◆楽しく演奏できるように、頑張ります！ 

13.14:30清田馨一郎 42歳 会社員 歴 20余年 曲・ミ アモーレ ◆精進します。 

14.14:35請川まりあ 高校生 歴 2年 曲・紅蓮華 ◆2度目の発表会です！この 1年間の成果をぜひお聞きく

ださい。 

15.14:40高橋美穂子 51歳 会社員 歴 5年 曲・Bad Medicine ◆思いっきり楽しみながら叩きたいです！！ 

 

♪休憩♪ 

ジュニアの部 

16.14:55清田陽慧 10歳 小 5 歴 4年 曲・紅蓮華 ◆がんばります。 

17.15:00近藤清葉 8歳 小 3 歴 1.5年 曲・紅蓮華 ◆がんばります！！ 

18.15:05田口樹 9歳 小 4 歴 2年 曲・紅蓮華 ◆まちがえないようにたたきたい。 

19.15:10近藤李樹 5歳 保育園 歴 1年 曲・let it go ◆初めての発表会、楽しむぞー！！ 

20.15:15石田真 12歳 中 1 歴 5か月半 曲・迷信 ◆「頑張ります！！！！！！」 

21.15:20扇屋そら 10歳 小 5 歴 1年半 曲・迷信 ◆リズムにのって楽しくえんそうしたいです。 

22.15:25樋口凜音 7歳 小 2 歴 1年 曲・let it go ◆リズムに合わせてたたく！！  

23.15:30和田花凛 11歳 小 6 歴 1年 曲・紅蓮華 ◆100点ではなく、100パーセントを出せるようにがん

ばります！！ 

24.15:35本所奏人 5歳 保育園 歴 0，5年 曲・let it go ◆かぞくにみてもらいたいです 

25.15:40 Elsa（エルサ） 自由業 歴 3年 曲・let it go ◆エルサになった三川マーユ 

26.15:45染谷宝良 9歳 小 4 歴 2年半 曲・紅蓮華 ◆ミスらないようにする。できるだけがんばる 

27.15:50高橋奏太 13歳 中 2 歴 4年 曲・迷信 ◆落ち着いて、大胆に叩きたいです！ 

28.15:55山口こころ 14歳 中 3 歴 4年 曲・Bad Medicine ◆練習してきたことを本番全力で演奏する。  

 

パーカッションの部 

29. 16:00河田直美 演歌歌手 歴 3年くらい 曲・Mission impossible ◆Missionが impossibleにならない



ように祈る。 

30. 16:06 ackey 歴 1年 曲・ミ アモーレ ◆3年ぶりの参加です。3年ぶりのコンガ演奏です。楽しんで演奏

したいです。 

31. 16:12都築巳沙子 38歳 パーカッショニスト 歴 26年 曲・Mission impossible ◆がんばります！ 

32. 16:18齋藤律子 55歳 介護士 歴 2年 曲・ミ アモーレ ◆今回も学生時代にエレクトーンでひいた曲。

楽しみます！ 

33. 16:24 DJ Naomie 年齢不詳 ラッパー DJ歴 1か月 曲・迷信 ◆Everybody Say Year！！ 

34. 16:30高口尚子 歴？年 曲・let it go ◆ドラムと同じくらいがんばる♪休憩♪ 

 

♪休憩♪ 

一般の部・2部 

35. 16:50佐藤新 17歳 学生 歴 6年 曲・Mission impossible ◆がんばるぞー！！（おー！） 

 

36. 16:55森尾諒雅 19歳 学生 歴 12年 曲・迷信 ◆7回振りに Grooveの発表会に参加することになり、

心躍る気持ちで申込書を書き上げています。ベテランのミュージシャンと一緒に演奏できる機会を全力で楽しみ

たいです！ 

37. 17:00河野優太 24歳 会社員 歴 3年 曲・Bad Medicine ◆頑張ります！！ 

38. 17:05小松充明 56歳 自営業 歴 38年 曲・Mission impossible ◆ドラムソロ部分、スムーズに出来

ますように。 

39. 17:10小林幸文 37歳 会社員 歴 4年 曲・紅蓮華 ◆走らず完走する 

40. 17:15三村建 32歳 会社員 歴 11年 曲・ミ アモーレ ◆ドラムソロを特に気をつけて叩きます。 

41. 17:20清山遼平 30歳 エンジニア 歴 9年 曲・Mission impossible ◆ツインペダルリベンジ！！ 

42. 17:25河野一郎 57歳 歌手・俳優 歴 26年 曲・紅蓮華 ◆とにかくがんばる 

43. 17:30高橋和也 歴 3年 曲・迷信 ◆おちついて 

44. 17:35豊友佳子 会社員 歴 10年 曲・迷信 ◆楽しくがんばります♪ 

45. 17:40河田直美 演歌歌手 歴 5年くらい 曲・ミ アモーレ ◆苦節 30年 今日 花咲きます。 

46. 17:45吉田俊介 36歳 薬剤師 歴 16年 曲・Mission impossible ◆何かと大変でせわしない世の中で

すが、楽しく演奏して、イイ時間を過ごしたいです！ 

47. 17:50山田悠嗣 29歳 会社員 歴 8か月 曲・紅蓮華 ◆初めての発表会、「楽しむ」ことを忘れずに頑張

ります！ 

48. 17:55仲西秀一朗 16歳 学生 歴 6年 曲・Mission impossible ◆がんばります。 

 

アンサンブルクラス発表 

18:10～  

新島豪(key 講師) 小島正成/青木克行(vo) 渡辺尚樹(gt) 小松充明(b) 髙橋安美(key) 横塚哲也(dr) 

曲・よろしく哀愁・ズルい女 

 

講師演奏 

18:30～ 

配信を観て、みんなで盛り上がりましょう！！ 

19:00 終演 

おつかれさまでした！  



 

GROOVE HOT NEWS!! 

◆ギター科・ヴォーカル科・ベース科・弾き語り科発表会 参加者募集中！ 

2022 年 5 月 29 日（日）相模大野 Live Space GROOVE 

 

◆キーボード科・サックス科・ベース科・弾き語り科発表会 

2022 年 7 月 9 日（土）相模大野 Live Space GROOVE 

 

参加者の皆さんは、以下の事にご協力ください。 

 

●入場の際、検温とアルコール消毒にご協力ください。 

●会場ではマスク着用でお願いします。本番はマスクを外して演奏しましょう（任意）。インタビ

ューの時はマスクを着用してください。 

●未成年の参加者のみ、保護者および付き添いの方が会場でご覧になれます。 

●間隔を空けて入場してください。 

●順番待ちは間隔を空けて座ってください。 

●ロビーでは密集しないでください。 

●講師演奏は基本、配信でご覧いただきますが、出番後半の方はリアルタイムで見ることができな

いので、会場内で観覧可能です。ロビーモニターでもご観覧ください。 

 

 

ライブ配信アドレスはコチラです。 

https://youtu.be/_RnYET7nifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

配信用 QR コード 

 

 

 

ミュージックスクール グルーヴ   

〒252-0303神奈川県相模原市南区相模大野３－１－７カルチャービル 8階  

042-765-6665 

 

 

https://youtu.be/_RnYET7nifs

