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声をご紹介!!

　気付けば今年もあと１ヶ月となり、コートが必須の季節になりました。毎年1年が
過ぎるのが早く感じるのは齢のせいなのか…。さて、きょうこうひろば第２回は
日頃、皆さんの学校を訪問させていただいている学校担当ＬＣから届いたホッと
温まる、そんなエピソードをご紹介します♪

　先日、市川南高校を訪問した時のことでした。「桺澤さん、これ見てもらえる？」と林 克幸校長先生が、私たちに見せ
てくれたのが、かわいいキャラクターが描かれたクリアファイルでした。「？」と思っていたら、「これは、本校の公式マ
スコットキャラクター“イチニャン”です。実は、このクリアファイルは昨年度、千葉教弘からいただいた学校研究助成

金で製作したものです。本当、お世話になりました。」と言っていただき、自分のことのように嬉しくなりました。まさに
学校担当ＬＣとしてやりがいを感じる瞬間でした。クリアファイルのイラストも、生徒さんが考えて作っており、学校説

明会などでこのファイルを配っているそうです。これからも、もっとこういう学校が増えるように、事業の普及活動を
推進していきたいと思います。 　（ジブラルタ生命 市川営業所 桺澤民子ＬＣ・浅川珠恵ＬＣ）

　「ジブラルタで働いてみたら？」この母の一言がＬＣになるきっかけでした。母はジブラルタ

生命で２６年間ＬＣとして頑張っているベテラン社員です。私は小さいときから母親が頑張っ

て仕事をしている姿を見ていましたので、私も３人の子育て（１２才・１０才・５才）をしながら

仕事をしていました。ある日、満足感がなく仕事をしていることを母に話したときに言われた

一言です。あれから５年。充実した毎日で、いろんな先生にご支援をいただいています。いつか

母を越せるよう頑張っています。　（ジブラルタ生命 柏第一営業所 石井絵里子ＬＣ）

　11月1日より、印西地区に教職員団体扱の自動車・火災保険を取り扱い、販売ができる
代理店として、有限会社ベストワンと提携をしました。新規のご相談からご加入後のアフ
ターフォローまで、直接学校をご訪問して、Face to Faceで対応ができます。お気軽に
声をおかけください。

“学校研究助成金” が市川南高校の “イチニャンのクリアファイル”に！！

親子2代でお客さまを守る

推進していきたいと思います。 　（ジブラルタ生命 市川営業所 桺澤民子ＬＣ・浅川珠恵ＬＣ）

▲ 桺澤ＬＣ、林校長、浅川ＬＣ▲ イチニャンのクリアファイル

千葉県立高校初の学校公式キャラクター
「イチニャン」 のデザインはアニメ漫画
研究部が考えたそうです。
Twitterアカウント＠ichinyan373で
最新情報を確認できます！

▲石井ＬＣ

“提携代理店”

大嶋 祐輔 【担当地区 印西市】 有限会社 ベストワン　☎070-1273-0477　

NEW!!
提携代理店
担当者をご紹介
します!

　はじめまして！印西地区の、小・中学校を担当させていただく大嶋祐輔と申します。
皆様の保険に関する疑問や質問を解決できるよう頑張ります。

よろしくお願いいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

素敵な演奏に 袖ケ浦特別支援学校の子どもたちも笑顔いっぱい！

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称 日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は
教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。

印西地区に新しい “提携代理店” 誕生!!

　千葉教弘では、平成２７年度より千葉県内の特別支援学校を対象に “きょうこうコンサート” を開催しています。
当初からの演奏団体 「チーム絆」 「チームほのぼの」 「チームまりずむん」 に加え、本年度から 「ハッチポッチクインテット」
が “きょうこうコンサート” に参加しています。

　１１月２日（木）、今年度第１回目となる「きょうこうコンサート」が、創立50周年

を迎えた袖ケ浦特別支援学校で開催されました。開催にあたり、日教弘千葉支部

の子安副支部長から挨拶がありました。

　マリンバの音色が華やかな『剣の舞』でいよいよコンサートが始まりました！！

次の曲の『崖の上のポニョ』では、曲に合わせて様々な楽器が紹介され、なじみの

ある楽器から、初めて見る楽器まで色々なものがあり、その種類の多さにみんなびっくり！他にも小太鼓のみ

を使った曲や、野菜の絵が書かれたボードを使用しながら歌ったり、様々な音楽を楽しむことができました。

児童生徒の皆さんも一緒に参加する曲では、体を動かしたり事前に作っていた楽器を振ったりして、会場も大

盛り上がり！皆さん、とても楽しそうでした。

　最後に、アンコールに応え『道化師のギャロップ』が演奏され、

子どもたちの笑顔と楽器の素敵な音色でいっぱいのコンサート

になりました。

きょうこうコンサート

　桐朋学園大学音
楽学部打楽器科
卒業、同研究科修
了生によるアンサ
ンブルグループ。
２０１２年結成。

これまでに東金文化会館主催アウトリーチ学校
コンサート、横浜市泉区制３０周年を記念した
ファミリーコンサートなど、幼稚園・小中学校、イ
ベントや文化施設にて数多く演奏。打楽器のオリ
ジナルからクラシック、ポピュラー音楽まで幅広
いジャンルの曲に取り組んでいる。

ハッチポッチクインテットのご紹介 ★今年度のきょうこうコンサート★

第２回　１１月９日（チームほのぼの）
　　　　千葉県立柏特別支援学校
第３回　１１月１４日（ハッチポッチクインテット）
　　　　千葉県立仁戸名特別支援学校
第４回　１２月７日（チームほのぼの）
　　　　千葉県立銚子特別支援学校
第５回　１２月２０日（ハッチポッチクインテット）
　　　　千葉県立千葉特別支援学校
第６回　１２月２１日（チームほのぼの）
　　　　千葉県立八日市場特別支援学校
第７回　１月１０日（ハッチポッチクインテット）
　　　　船橋市立船橋特別支援学校
　　　　高根台校舎

「チーム絆」「チームほのぼの」「チームまりずむん」の
紹介についてはきょうこう千葉215号をご覧ください。

お楽しみに！
！

♪♬♩♫♪♬♩♫♪♬♩♫♪♬♩♫♪♬♩♫♪♬♩♫

７つ今年度は７つの特別支援学校で開催します！！

やなぎさわ

おおしま　ゆうすけ



▲ 水谷 洋輔 LC

今日は暑いところ大変でしたね。（取材当日は気温が30
度を越え、今年１番の暑さを記録した。）

本当に暑いですね。今日は、取材にご協力いただきありが
とうございます。来校するといつも校庭の飯高小学校の
石碑が目に入ります。

あれは、飯高小学校の閉校
記念碑なんですよ。135年
という歴史ある小学校で、
すごく地域に愛されていた
学校なんです。ここに特別
支援学校をつくるまで、何
年か閉校していた時も、地
域の方々が清掃をしてくれ
ていました。

閉校してからも率先して清掃をしてくれていたなんて、
本当に地域に愛され大切にされていたのですね。

そういった意味では、本校もまだ歴史は浅いんですが、こ
れから歴史を刻んでいって、地域から愛される存在になっ
ていってほしいと思っています。昨年から、地域に根差し
た学校づくりをしようと取り組んでいます。

どんな取り組みをされているのですか？

清掃活動ということで、この地区にある国の重要指定文
化財の飯高檀林の清掃を年に3回ほどしています。
その他にも通学路や学校近隣の道路を清掃しています。
また、子どもたちは、学校の隣にあるデイサービスセン
ターで利用者さんと一緒にレクをしたり、昨年は餅つきを
したり、地域の方々との距離も縮まっていると思います。

地域の方々との活動も盛んなのですね！！

相続ってそもそも、どういうこと？
「人が亡くなることによって、その人の財産が相続人に受
け継がれること」を言います。したがって財産の大小にか
かわらず、『相続』自体は必ず発生します。

相続において、一番大切なことは何ですか？
まず、ご自身の財産を把握することです。そして将来の
相続が発生した際に、「誰に」「何を」「どのくらい」分配す
るのかを決めておくことが大切です。相続は、「相続税」
だけではなく、「遺産分割」にも気をつける必要がありま
す。

では「遺産分割」で注意する点は何ですか？
相続財産の約４３％(注１)は分割しづらい不動産です。
上記のモデルケースで考えた場合、最初は配偶者へ不動
産を残したとして、次の相続の際には、どちらの子ども
へ残すのか、子どもたちが『争続』にならないように事前
の対策が重要です。

子どもがいない場合はどうなりますか？
義理の父母や兄弟姉妹に相続権が発生しますので、遺
産分割の話し合いが必要になります。

「相続税」は、どのくらいの人が支払っているのですか？
Ｈ２７年度で、全体のうち約８．０％(注２)です。
（Ｈ２６年度 約４．４％）(注３)

※ (注１) (注２) (注３) 国税庁ホームページより引用
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相続税がかかるのは、どのようなケースですか？
課税遺産総額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合
です。

　
例えば上記のモデルケースで、夫が亡くなった場合、法定
相続人の数は、妻と子ども２人の計３人ですから、４，８００
万円を超えた場合に相続税が
発生します。法定相続人の人数
によって基礎控除額は変わり
ますので、ご自身の相続の際
の基礎控除額がいくらになる
のか、確認しておきましょう。

「相続税」で注意する点は何ですか？
夫婦の場合は、どちらかが先に亡くなっても  「配偶者の
税額軽減の特例」があるので、相続税がかからないケース
（１億６，０００万円以下又は法定相続分までは配偶者に
相続税はかからない）が多いのですが、次の子どもへの
相続の場合は、その特例がないので要注意です。
また、共働きの夫婦の場合、それぞれに財産がありますの
で、合計すると思っていた以上に相続財産があるケースも
多くあります。
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A:
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シリーズ４回目は、創立３年目の飯高特別支援学校です。この学校がつくられた背景や特色について、
平野洋一校長先生へのインタビューを、ジブラルタ生命成田営業所の水谷洋輔ＬＣが報告します！

　「相続税を払うほど財産が多くないから」「子どもがいないから」・・・。だから相続とは無関係、ということはありま
せん。多くの教職員の皆さんからご質問をうける「相続」について、ファイナンシャルプランナー（ジブラルタ生命）
の堀内園子さんに質問してみました。※平成２７年から相続税法が改正されています。飯高の学校 ここがふるさと♪♪

地域とともに歩む “ 飯高特別支援学校 ”

学校訪問
◆ 第 4 回 ◆

今回訪問した学校
千葉県立

飯高特別支援学校

〒289-2173
匝瑳市飯高1692
教職員数：60名
学級数：17 
児童生徒数：48名

（このインタビューは平成２９年７月１４日に行われたものです。）

学校データ
（平成29年9月1日現在）

ライフプラン・
コンサルタント（ＬＣ）の

平野洋一 校長先生へのインタビュー

日々の忙しさにも拘わらず、いつも快く迎え
入れて頂き感謝しております。
より多くの先生方のサポートができるよう
頑張って参ります。
今後とも宜しくお願いします。

▲ 飯高小学校閉校記念碑

memo 「飯高檀林跡」
天正８年（1580年）に開設された日蓮宗の
最古・最大・最高の学問所。深い森に包まれ
凛とした佇まいはその歴史を感じさせる。

memo 「県立特別支援学校整備計画」

私はこの学校の準備段階から関わっています。その時から、
「チーム」という言葉をモットーにし
ていて、我々は「チーム飯高」と言っ
ています。保護者や地域も一緒に
なって本校の児童生徒を育ててい
きましょうと。そういった意味で共
同・共和は大切にしていきたいと、
教職員にも話をしています。

準備段階から思いの詰まったチームづくりが始まっていたので
すね。御校も新設校ですが、最近特別支援学校が増えている
印象があります。

千葉県の特別支援学校整備計画というのがあり、ここはその
一環としてできました。学区が広く、匝瑳市の北部、多古町、
香取市と旭市の一部地域の三市一町から児童生徒が通って
います。

それは確かに広いですね。

開校前から地域に根差した学校を目指していたので、今後も地
元、地域から愛される存在になってほしいなと思います。校歌
の一節に「飯高の学校ここがふるさと」っていう歌詞があるんで
すけど、そういう存在になると非常に嬉しいなと思います。

先生方の雰囲気が柔らかくて、すごく訪問しやすい学校だなっ
て感じます。その理由が、「地域に根差した」とか、「チーム飯高」
というのが教職員の皆さんにも浸透しているからなんだと思
いました。いろんな意味で熱いお話が聞けました。ありがとう
ございました。

千葉県教育委員会では、「県立特別
支援学校整備計画」（平成23年策
定）及び「第２次県立特別支援学校
整備計画」（平成29年策定）により、
校舎の増築や使われなくなった学
校の活用等で、児童生徒の増加に
対応している。

について相続
専門家に
素朴な質問を
してみました

【 モデルケース　～ 4人家族 ～ 】

45歳の夫・42歳の妻（ともに教職員）

14歳と10歳の子ども

金融資産（預貯金・株式など）　

不動産（建物・土地など）

動産（自動車・貴金属など）

その他（ゴルフ会員権など）

相続財産
課税対象

♦ 講 師 紹 介 ♦

＊＊＊＊ コメント ＊＊＊＊

堀内 園子 チーフインストラクタ－
ジブラルタ生命保険株式会社

■趣　　　味 　映画鑑賞・スポーツ観戦（特にサッカ－）

■好きな言葉 　笑顔と感謝　　　　　　

金融知力普及協会認定インストラクタ－

日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナ－

「相続は、まだまだ先のこと」と思っていても、いざその時
がやってくると「分からないこと」「知らないこと」がたく
さんあります。ぜひ、多くの情報や知識をお持ちになるこ
とをお勧めします。

▲ 平野校長先生

＊今回のテーマ＊

「相続税を払うほど財産が多くないから」「子どもがいないから」・・・。だから相続とは無関係、ということはありま「相続税を払うほど財産が多くないから」「子どもがいないから」・・・。だから相続とは無関係、ということはありま

千葉県教育委員会では、「県立特別
支援学校整備計画」（平成23年策
定）及び「第２次県立特別支援学校
整備計画」（平成29年策定）により、
校舎の増築や使われなくなった学
校の
対応している。

計算式は  ３，０００万円＋（600万円×法定相続人の数）
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子どもがいない場合はどうなりますか？
義理の父母や兄弟姉妹に相続権が発生しますので、遺
産分割の話し合いが必要になります。

「相続税」は、どのくらいの人が支払っているのですか？
Ｈ２７年度で、全体のうち約８．０％(注２)です。
（Ｈ２６年度 約４．４％）(注３)

※ (注１) (注２) (注３) 国税庁ホームページより引用

Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:

Q:
A:

相続税がかかるのは、どのようなケースですか？
課税遺産総額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合
です。

　
例えば上記のモデルケースで、夫が亡くなった場合、法定
相続人の数は、妻と子ども２人の計３人ですから、４，８００
万円を超えた場合に相続税が
発生します。法定相続人の人数
によって基礎控除額は変わり
ますので、ご自身の相続の際
の基礎控除額がいくらになる
のか、確認しておきましょう。

「相続税」で注意する点は何ですか？
夫婦の場合は、どちらかが先に亡くなっても  「配偶者の
税額軽減の特例」があるので、相続税がかからないケース
（１億６，０００万円以下又は法定相続分までは配偶者に
相続税はかからない）が多いのですが、次の子どもへの
相続の場合は、その特例がないので要注意です。
また、共働きの夫婦の場合、それぞれに財産がありますの
で、合計すると思っていた以上に相続財産があるケースも
多くあります。

Q:
A:

Q:
A:

校長

LC

校長

LC

校長

LC

校長

LC

校長

LC

校長

LC

校長

LC

シリーズ４回目は、創立３年目の飯高特別支援学校です。この学校がつくられた背景や特色について、
平野洋一校長先生へのインタビューを、ジブラルタ生命成田営業所の水谷洋輔ＬＣが報告します！

　「相続税を払うほど財産が多くないから」「子どもがいないから」・・・。だから相続とは無関係、ということはありま
せん。多くの教職員の皆さんからご質問をうける「相続」について、ファイナンシャルプランナー（ジブラルタ生命）
の堀内園子さんに質問してみました。※平成２７年から相続税法が改正されています。飯高の学校 ここがふるさと♪♪

地域とともに歩む “ 飯高特別支援学校 ”

学校訪問
◆ 第 4 回 ◆

今回訪問した学校
千葉県立

飯高特別支援学校

〒289-2173
匝瑳市飯高1692
教職員数：60名
学級数：17 
児童生徒数：48名

（このインタビューは平成２９年７月１４日に行われたものです。）

学校データ
（平成29年9月1日現在）

ライフプラン・
コンサルタント（ＬＣ）の

平野洋一 校長先生へのインタビュー

日々の忙しさにも拘わらず、いつも快く迎え
入れて頂き感謝しております。
より多くの先生方のサポートができるよう
頑張って参ります。
今後とも宜しくお願いします。

▲ 飯高小学校閉校記念碑

memo 「飯高檀林跡」
天正８年（1580年）に開設された日蓮宗の
最古・最大・最高の学問所。深い森に包まれ
凛とした佇まいはその歴史を感じさせる。

memo 「県立特別支援学校整備計画」

私はこの学校の準備段階から関わっています。その時から、
「チーム」という言葉をモットーにし
ていて、我々は「チーム飯高」と言っ
ています。保護者や地域も一緒に
なって本校の児童生徒を育ててい
きましょうと。そういった意味で共
同・共和は大切にしていきたいと、
教職員にも話をしています。

準備段階から思いの詰まったチームづくりが始まっていたので
すね。御校も新設校ですが、最近特別支援学校が増えている
印象があります。

千葉県の特別支援学校整備計画というのがあり、ここはその
一環としてできました。学区が広く、匝瑳市の北部、多古町、
香取市と旭市の一部地域の三市一町から児童生徒が通って
います。

それは確かに広いですね。

開校前から地域に根差した学校を目指していたので、今後も地
元、地域から愛される存在になってほしいなと思います。校歌
の一節に「飯高の学校ここがふるさと」っていう歌詞があるんで
すけど、そういう存在になると非常に嬉しいなと思います。

先生方の雰囲気が柔らかくて、すごく訪問しやすい学校だなっ
て感じます。その理由が、「地域に根差した」とか、「チーム飯高」
というのが教職員の皆さんにも浸透しているからなんだと思
いました。いろんな意味で熱いお話が聞けました。ありがとう
ございました。

千葉県教育委員会では、「県立特別
支援学校整備計画」（平成23年策
定）及び「第２次県立特別支援学校
整備計画」（平成29年策定）により、
校舎の増築や使われなくなった学
校の活用等で、児童生徒の増加に
対応している。

について相続
専門家に
素朴な質問を
してみました

【 モデルケース　～ 4人家族 ～ 】

45歳の夫・42歳の妻（ともに教職員）

14歳と10歳の子ども

金融資産（預貯金・株式など）　

不動産（建物・土地など）

動産（自動車・貴金属など）

その他（ゴルフ会員権など）

相続財産
課税対象

♦ 講 師 紹 介 ♦

＊＊＊＊ コメント ＊＊＊＊

堀内 園子 チーフインストラクタ－
ジブラルタ生命保険株式会社

■趣　　　味 　映画鑑賞・スポーツ観戦（特にサッカ－）

■好きな言葉 　笑顔と感謝　　　　　　

金融知力普及協会認定インストラクタ－

日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナ－

「相続は、まだまだ先のこと」と思っていても、いざその時
がやってくると「分からないこと」「知らないこと」がたく
さんあります。ぜひ、多くの情報や知識をお持ちになるこ
とをお勧めします。

▲ 平野校長先生

＊今回のテーマ＊

「相続税を払うほど財産が多くないから」「子どもがいないから」・・・。だから相続とは無関係、ということはありま「相続税を払うほど財産が多くないから」「子どもがいないから」・・・。だから相続とは無関係、ということはありま

千葉県教育委員会では、「県立特別
支援学校整備計画」（平成23年策
定）及び「第２次県立特別支援学校
整備計画」（平成29年策定）により、
校舎の増築や使われなくなった学
校の
対応している。

計算式は  ３，０００万円＋（600万円×法定相続人の数）
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声をご紹介!!

　気付けば今年もあと１ヶ月となり、コートが必須の季節になりました。毎年1年が
過ぎるのが早く感じるのは齢のせいなのか…。さて、きょうこうひろば第２回は
日頃、皆さんの学校を訪問させていただいている学校担当ＬＣから届いたホッと
温まる、そんなエピソードをご紹介します♪

　先日、市川南高校を訪問した時のことでした。「桺澤さん、これ見てもらえる？」と林 克幸校長先生が、私たちに見せ
てくれたのが、かわいいキャラクターが描かれたクリアファイルでした。「？」と思っていたら、「これは、本校の公式マ
スコットキャラクター“イチニャン”です。実は、このクリアファイルは昨年度、千葉教弘からいただいた学校研究助成

金で製作したものです。本当、お世話になりました。」と言っていただき、自分のことのように嬉しくなりました。まさに
学校担当ＬＣとしてやりがいを感じる瞬間でした。クリアファイルのイラストも、生徒さんが考えて作っており、学校説

明会などでこのファイルを配っているそうです。これからも、もっとこういう学校が増えるように、事業の普及活動を
推進していきたいと思います。 　（ジブラルタ生命 市川営業所 桺澤民子ＬＣ・浅川珠恵ＬＣ）

　「ジブラルタで働いてみたら？」この母の一言がＬＣになるきっかけでした。母はジブラルタ

生命で２６年間ＬＣとして頑張っているベテラン社員です。私は小さいときから母親が頑張っ

て仕事をしている姿を見ていましたので、私も３人の子育て（１２才・１０才・５才）をしながら

仕事をしていました。ある日、満足感がなく仕事をしていることを母に話したときに言われた

一言です。あれから５年。充実した毎日で、いろんな先生にご支援をいただいています。いつか

母を越せるよう頑張っています。　（ジブラルタ生命 柏第一営業所 石井絵里子ＬＣ）

　11月1日より、印西地区に教職員団体扱の自動車・火災保険を取り扱い、販売ができる
代理店として、有限会社ベストワンと提携をしました。新規のご相談からご加入後のアフ
ターフォローまで、直接学校をご訪問して、Face to Faceで対応ができます。お気軽に
声をおかけください。

“学校研究助成金” が市川南高校の “イチニャンのクリアファイル”に！！

親子2代でお客さまを守る

推進していきたいと思います。 　（ジブラルタ生命 市川営業所 桺澤民子ＬＣ・浅川珠恵ＬＣ）

▲ 桺澤ＬＣ、林校長、浅川ＬＣ▲ イチニャンのクリアファイル

千葉県立高校初の学校公式キャラクター
「イチニャン」 のデザインはアニメ漫画
研究部が考えたそうです。
Twitterアカウント＠ichinyan373で
最新情報を確認できます！

▲石井ＬＣ

“提携代理店”

大嶋 祐輔 【担当地区 印西市】 有限会社 ベストワン　☎070-1273-0477　

NEW!!
提携代理店
担当者をご紹介
します!

　はじめまして！印西地区の、小・中学校を担当させていただく大嶋祐輔と申します。
皆様の保険に関する疑問や質問を解決できるよう頑張ります。

よろしくお願いいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

素敵な演奏に 袖ケ浦特別支援学校の子どもたちも笑顔いっぱい！

公益財団法人 日本教育公務員弘済会（略称 日教弘）の教育振興事業（奨学事業、教育研究助成事業、教育文化事業）及び福祉事業は
教弘保険の契約者配当金により運営されており、日本の教育界に貢献しています。

印西地区に新しい “提携代理店” 誕生!!

　千葉教弘では、平成２７年度より千葉県内の特別支援学校を対象に “きょうこうコンサート” を開催しています。
当初からの演奏団体 「チーム絆」 「チームほのぼの」 「チームまりずむん」 に加え、本年度から 「ハッチポッチクインテット」
が “きょうこうコンサート” に参加しています。

　１１月２日（木）、今年度第１回目となる「きょうこうコンサート」が、創立50周年

を迎えた袖ケ浦特別支援学校で開催されました。開催にあたり、日教弘千葉支部

の子安副支部長から挨拶がありました。

　マリンバの音色が華やかな『剣の舞』でいよいよコンサートが始まりました！！

次の曲の『崖の上のポニョ』では、曲に合わせて様々な楽器が紹介され、なじみの

ある楽器から、初めて見る楽器まで色々なものがあり、その種類の多さにみんなびっくり！他にも小太鼓のみ

を使った曲や、野菜の絵が書かれたボードを使用しながら歌ったり、様々な音楽を楽しむことができました。

児童生徒の皆さんも一緒に参加する曲では、体を動かしたり事前に作っていた楽器を振ったりして、会場も大

盛り上がり！皆さん、とても楽しそうでした。

　最後に、アンコールに応え『道化師のギャロップ』が演奏され、

子どもたちの笑顔と楽器の素敵な音色でいっぱいのコンサート

になりました。

きょうこうコンサート

　桐朋学園大学音
楽学部打楽器科
卒業、同研究科修
了生によるアンサ
ンブルグループ。
２０１２年結成。

これまでに東金文化会館主催アウトリーチ学校
コンサート、横浜市泉区制３０周年を記念した
ファミリーコンサートなど、幼稚園・小中学校、イ
ベントや文化施設にて数多く演奏。打楽器のオリ
ジナルからクラシック、ポピュラー音楽まで幅広
いジャンルの曲に取り組んでいる。

ハッチポッチクインテットのご紹介 ★今年度のきょうこうコンサート★

第２回　１１月９日（チームほのぼの）
　　　　千葉県立柏特別支援学校
第３回　１１月１４日（ハッチポッチクインテット）
　　　　千葉県立仁戸名特別支援学校
第４回　１２月７日（チームほのぼの）
　　　　千葉県立銚子特別支援学校
第５回　１２月２０日（ハッチポッチクインテット）
　　　　千葉県立千葉特別支援学校
第６回　１２月２１日（チームほのぼの）
　　　　千葉県立八日市場特別支援学校
第７回　１月１０日（ハッチポッチクインテット）
　　　　船橋市立船橋特別支援学校
　　　　高根台校舎

「チーム絆」「チームほのぼの」「チームまりずむん」の
紹介についてはきょうこう千葉215号をご覧ください。

お楽しみに！
！

♪♬♩♫♪♬♩♫♪♬♩♫♪♬♩♫♪♬♩♫♪♬♩♫

７つ今年度は７つの特別支援学校で開催します！！

やなぎさわ

おおしま　ゆうすけ


