
2019年度　大吹連加盟校　演奏会情報　（2019/10/04現在）

大学名（団体名） 演奏会名称 会場 開催日付 曜日 開場 時間 開演 時間 入場料 曲目等（演奏内容・構成） メッセージ・コメント

日本大学吹奏楽研究会 第59回定期演奏会 新宿文化センター 大ホール 2019年9月21日 土 4:15 PM 5:00 PM 500円（未就学児童は無料です）

1stStage
吹奏楽のための第2組曲　／　A.Reed　ほか

2ndStage
Stage Marching Show　”Imagination” -Acts of the Music-

3rdStage
東京オリンピックファンファーレ　／ 今井光也(1969年)
　ほか

FINALE
祝典序曲　D.Shostakovich／D.Hunsberger
～大学創立130周年を祝して～

立教大学体育会応援団吹奏楽部
立教大学体育会応援団吹奏楽部・
チアリーディング部第49回定期演
奏会

練馬区練馬文化センター 2019年12月3日 火 5:15 PM 5:45 PM
前売り300円、当日500円、
練馬区の方は無料

第1部ポップスステージ、第2部チアリーディングステージ、第3部シンフォニックステー
ジ、第4部ドリルステージ

國學院大學体育連合会吹奏楽部 第53回定期演奏会 江戸川区総合文化センター 大ホール 2019年12月6日 金 5:30 PM 6:00 PM 当日券300円/招待券無料
I部 ドリルステージ『新世界より』
II部 シンフォニックステージ:カーネギーアンセム他
lll部 ポップスステージ:ブラボーブラス！他

國學院らしさを込めて、みなさまに笑顔とhappyを届けられるよう部員一同全力で演奏演技致します！
建国記念の日奉祝パレード最優秀賞受賞、東京都吹奏楽コンクール金賞受賞致しました！
野球応援、その他依頼演奏など約1年間全力で活動に励んだ今年の集大成です！
是非お越しください！お待ちしております！

東京大学運動会応援部
東京大学運動会応援部吹奏楽団・
チアリーダーズ第46回定期演奏会

府中の森芸術劇場どりーむホール 2019年12月7日 土 5:45 PM 6:15 PM 無料
アルメニアンダンス・パート1
交響組曲「ハリー・ポッター（賢者の石）」
River dance

法政大学応援団吹奏楽部
法政大学応援団吹奏楽部・チア
リーディング部第55回定期演奏会

武蔵野市民文化会館 2019年12月7日 土 5:00 PM 5:30 PM 無料

第1部 Symphonic Stage
交響詩「ローマの祭り」より 他

第2部　Pops Stage
Mr.インクレディブル
ライオンキングメドレー 他

第3部　Marching Stage
Laputa Castle in the Sky【Main Corps】 他

第1部は、シンフォニックステージです。ローマの祭りなど55回の節目に相応しい名曲を吹奏楽編曲でお送り致しま
す。
第2部は、ポップスステージです。今年はディズニー音楽の世界にみなさまをお連れします
第3部は｢空｣をテーマにマーチングステージをお届けします。マーチングの魅力に加え、さらにチアリーディン部ともコ
ラボした、法政大学応援団らしいステージとなっております。ぜひお越しください。

杏林大学吹奏楽団 第33回定期演奏会 三鷹市公会堂 光のホール 2019年12月8日 日 1:00 PM 1:30 PM 無料 銀河鉄道999、DISNEY AT THA MOVIE他

慶應義塾大学應援指導部吹奏楽団 第69回定期演奏会 神奈川県民ホール 2019年12月9日 月 5:15 PM 6:00 PM 前売券500円/当日券800円

第1部 POPS STAGE
スカイ・ハイ
アラジン・メドレー
ナイス・デイ

第2部 SYMPHONIC STAGE
交響曲第一番 「指輪物語」より
ルイ・ブルジョワの讃美歌による変奏曲

第3部 CHEERLEADING STAGE/MARCHING STAGE
AZTEC FIRE
カルメン 他

ポップス・シンフォニック・マーチングに加え、チアガールのダンスやアンコールの応援団合同での応援歌ステージな
ど、１回の演奏会にしては盛り沢山の内容です！
是非お越しください。

国士舘大学吹奏楽部 第55回定期演奏会 世田谷区民会館 2019年12月12日 木 5:30 PM 6:00 PM 無料
1部 Stage Marching Show
2部 Symphonic Stage

亜細亜大学吹奏楽団 第55回定期演奏会 亜細亜大学3号館講堂 2019年12月15日 日 3:00 PM 3:30 PM 高校生以上500円（中学生以下無料）
1部 マーチングステージ(星野源の曲をテーマ)
2部 クラシックステージ(青銅の騎士等)
3部 ポップスステージ(ディズニーをテーマにラプンツェルや、パイレーツなどを演奏)

久しぶりにマーチングステージを行う事になりました！どのプログラムも皆さんが楽しめるよう、本番に向けて頑張りま
すので是非お誘い合わせの上お越しください！

学習院大学応援団吹奏楽部 第22回定期演奏会 学習院創立百周年記念会館正堂 2019年12月15日 日 2:00 PM 2:30 PM 無料

古関裕而 / 東京オリンピックマーチ
P.スパーク / 陽はまた昇る
天野正道 / 「GR」よりシンフォニック・セレクション
など

演奏会実行委員長より
「今年度、私たち学習院大学応援団吹奏楽部の定期演奏会では、No Limits！というテーマを掲げております。
私たちが持つ可能性を信じて、限界を決めずに取り組むことで聞きに来てくださった皆さまに元気を届けます！」

駒澤大学吹奏楽部 第55回定期演奏会 駒澤大学記念講堂 2019年12月15日 日 2:30 PM 3:00 PM 無料
チャルダッシュ
バレエ音楽『白鳥の湖』終曲
序曲『1812年』 他2曲

本年の集大成となる演奏会です。
私たちの精一杯の演奏を是非聴いて頂きたいです。お待ちしております。

拓殖大学麗澤会総務局吹奏楽部 第53回定期演奏会 練馬文化センター 2019年12月15日 日 未定 未定 無料 マーチングステージ、シンフォニックステージ 御来場お待ちしております。

帝京大学学友会文化局吹奏楽部 第46回定期演奏会
帝京大学
八王子キャンパスキュリオシティホール

2019年12月22日 日 1:00 PM 1:30 PM 無料
1部ステージマーチングショー( ｢アラジン｣よりハイライト、｢ライオンキング｣メドレー )
2部コラボレーションステージ(くるみ割り人形より(複数曲) )
3部シンフォニックステージ(喜びの島、創部50周年記念委嘱作品、マ・メール・ロワ)

2部のコラボレーション先は「篠崎れい奈バレエスタジオ」の皆さんです

東洋大学吹奏楽研究部 第62回定期演奏会 キラリ☆ふじみ 2019年12月22日 日 2:30 PM 3:30 PM 無料

一部 シンフォニックステージ
(エルカミーノレアル A.リード 他)
二部 ポップスステージ
（千と千尋の神隠しハイライト 久石譲 編曲:遠藤幸夫 等）
三部 クラシックステージ
(展覧会の絵 モデスト・ムソルグスキー)

会場は東武東上線鶴瀬駅からバスで10分ほどです。皆様ぜひお越しください！

専修大学吹奏楽研究会 第56回定期演奏会 江戸川区総合文化センター 大ホール 2019年12月22日 日 4:45 PM 5:30 PM 無料

○第1部 シンフォニックステージ
ミュージカル「レ・ミゼラブル」より 他

○第2部 ポップスステージ
千と千尋の神隠しハイライト 他

○第3部ドリルステージ
The Sound Of Music 他

開演前にはロビーコンサートあります♪
1年間の活動の集大成となる演奏会になります。無料ですので、ぜひ気軽にお越し頂けると会員一同嬉しいです。

明治大学応援団吹奏楽部 第67回定期演奏会 府中の森芸術劇場 2019年12月23日 月 未定 未定 未定 第1部吹奏楽ステージ 第2部チアリーディングステージ 第3部 ドリルステージ

明治学院大学愛好会吹奏楽部 第52回定期演奏会 大田区民ホール・アプリコ 大ホール 2019年12月24日 火 6:00 PM 6:30 PM 無料

Ⅰ部シンフォニックステージ
【P.スパーク特集】
Ⅱ部マーチングステージ
【J.ウィリアムズ特集】
Ⅲ部ポップスステージ
【真島俊夫特集】

ホールへのアクセス
JR京浜東北線 東急多摩川線・池上線「蒲田駅」東口から徒歩約3分
京浜急行線 京急「蒲田駅」西口から徒歩約7分

青山学院大学学友会吹奏楽バトント
ワリング部

第52回定期演奏会 新宿文化センター 大ホール 2019年12月25日 水 5:00 PM 5:30 PM 無料

第1部 シンフォニックステージ
アルメニアン・ダンス パート2 ほか
第2部 マーチングステージ
『After Six』
ファンタズミック! ほか

マーチングステージではバンド、バトン、ガードの三位一体の演奏・演技を披露します！クリスマスの夜はぜひ青吹バ
の演奏会にいらしてください。

武蔵野大学ウインドアンサンブル 第26回 定期演奏会 武蔵野市民文化会館 大ホール 2019年12月27日 金 4:15 PM 5:00 PM 無料
Ⅰ部 シンフォニックステージ
Ⅱ部 企画ステージ
Ⅲ部 ポップスステージ

ぜひお越しください！

大東文化大学学生自治会文化団体
連合会吹奏楽団

大東文化大学吹奏楽団第48回定
期演奏会

ウェスタ川越 大ホール 2020年2月9日 日 2:00 PM 2:30 PM 無料
1部 現役ステージ
2部 OBOG合同ステージ
3部 マーチングステージ a hand

開場・開演時間は予定です。さらに詳しいは大東文化大学吹奏楽団のホームページをご確認下さい。

玉川大学吹奏楽団 第45回定期演奏会 八王子オリンパスホール 2020年3月7日 土 5:00 PM 5:30 PM

学生500円
大人800円
団体割りとして
20人で1人400円（変更する可能性あり）

カレイドスコープ 3部構成


