
MUSIC 

時間を越えて 言葉を越えて 
メッセージは伝わっていく 
 
星が鳴るような 優しい歌は 
永遠に消えないから 
 
素敵な未来を歌おう 
平和の祈りを奏でよう 
 
生きている喜びを 
虹のように重ね合いながら 
君と・・・ 

音楽に願いをかけよう 
笑顔をつないで 
大切に織り上げたMUSIC 
きっと届くから 
 
音楽に魔法をかけよう 
さあ 手をつないで 
大切に織り上げたMUSIC 
きっと届くから 
 



歌には、作った人が伝えたかった 
「メッセージ」が、 

  かくれている！！！ 



作品集Ⅰ 作品集Ⅱ 作品集Ⅲ 絵本 

works 

旅をして出会った「感動」をもとに合唱曲や物語を作り 
子どもたちに歌っていただくことを通じて 
「いのち」や「夢を持つこと」の大切さを伝えています。 

作曲家 



旅をする合唱作曲家 旅をしていると・・・ 
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旅をする合唱作曲家 



ＴＯＹＯＴＡカローラの 
ドキュメント映像 

（４０秒） 



 



 



 







ＴＯＹＯＴＡカローラの 
ドキュメント映像 

（４０秒） 



音響機材を積んで 
車中泊もできる！ 

HONDAのフリード！ 



裏切り者！ 



愛知県豊田市の子どもたち 



愛知県豊田市の子どもたち 



愛知県豊田市の子どもたち 



子どもたちとの歌作り 
（いただきます） 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



  

元気のひみつは 朝にある 
パワーをじゅうでん！ 朝ごはん 

おひさま ピカピカ笑ってる 
今日も一日 がんばるぞ！ 

  
いただきます！ 
手をあわせて 

今日も元気をありがとう 
ご飯に みそしる たまごやき 

おいしく食べたら 
いってきます！ 



お腹がグーグーなりまして 
そろそろお昼の時間です 

今日のおかずはなんだろな 
キレイに手を洗いましょう 

 
いただきます！ 
手を合わせて 

いろんな人にありがとう 
パパ、ママ、給食のせんせい 
農家のおじさん漁師さん 

 
 



食べ物の元気をもらって 
僕らは毎日笑ってる 

パクパクもぐもぐ よく噛んで 
いろんな元気をもらいましょう 

 
いただきます！ 
手を合わせて 

つながる命にありがとう 
牛さん豚さん魚さん 

お米に果物、野菜さん 
 
 



夢ハンカチでつないだ 
東北から東北へのメッセージ 

東北で出会った 
おばちゃんの話 

と 



 



東北新幹線 



Dream & Dream ～夢をつなごう 
 
  
 

 
この地球にあるものみんな 
誰かが見た夢でできている 
ずっとずっと夢を見てきた 

どんな時代を生きた人たちも 
 

Dream & Dream 
夢をつなごう そう一緒に 

Dream & Dream 
どんな明日を描こう 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dream & Dream ～夢をつなごう 
 

  
 

 
この地球にあるものみんな 
誰かが見た夢でできている 
ずっとずっと夢を見てきた 
どんな時代を生きた人たちも 
 
夢が形になったんだ 
鉛筆も望遠鏡も・・・ 
そして僕が住んでる町も 
Oh yeah! 
始めようもう一度 
素敵な夢を描くことから 
 
Dream & Dream 
夢をつなごう 
Dream & Dream 
どんな明日を描こう 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

涙こぼれそうな時でも 
信じること忘れないでいよう 
愛も夢も笑顔もみんな 
自分を信じることから始まる 
 
心に灯した光 
どんな闇も照らすだろう 
きっと みんな 変えてゆけるよ 
Change it! 
始めようもう一度 
そのままの自分 信じることから 
 
Believe in Dream 
夢を信じて 
Believe in Dream 
どんな明日を描こう 
 
So…負けないで 
どんな時も一人じゃない 
 
 



コンサートをしていてよくある質問 

2019/3/16 



動画に出てくる子どもたちは 
どうしてあんなに 

キラキラしているのですか？ 

2019/3/16 
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2019年の新刊 

2019/3/16 



フルティ（古川敏子先生）紹介 
①中学校の音楽の先生（３５年目） 
  平成15年～福岡県の教育主事 
    平成22年～児童自立支援施設併設学校へ 
    （これまでに研究主任・道徳推進委員・生徒指導主事ほか…） 
 

②精華女子高等学校 吹奏楽部 
  ミュージカル指導 （歌が歌えないと楽器で歌えない！） 
 

③ティーンズミュージカルSAGA 音楽監督 
  不登校の子どもたちの居場所にもなっている 

2019/3/16 



精華女子高等学校吹奏楽部 
の快進撃を 

影で支える音楽教師がいた！ 

2019/3/16 



精華女子高等学校吹奏楽部の 
「歌う」トレーニング 

歌が歌えないと楽器で歌えない！ 2019/3/16 



大濠高校吹奏楽部での合唱指導 

2019/3/16 



指導主事時代 
（初任研・１０年研） 

によくあった相談 
ベスト３ 

１位 歌唱指導をどんな流れで行うと良いですか 
２位 指導書通りに進めることだけでは 
     音楽の楽しさが伝わっているかわからない 
３位 教科書以外の曲を関連付ける際の考え方 

2019/3/16 
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HAPPY MUSIC 
 

Happy music  笑顔集めて 
1.2.3.でさあ歌おうよ 
プンプンプンプン 
  
宝物はいつだって         
あなたの すぐそばにある      
キラキラ 愛のかけら         
つないでほら 未来へいま           
奏でよう 希望の歌 
  
Happy music 笑顔集めて 
1.2.3.でさあ歌おうよ 
  
プンプンプンプン 

くじけそうになるときも 
夢見ることやめないで 
 
明けない夜はないよ 
もうすぐほら 輝く空 
新しい明日が来る 
  
ツルピカサンライズ 
陽はまた昇る 
3.2.1で涙を拭いて 
  
Happy music 笑顔隠さないで  
1.2.3.でさあ歌おうよ 
  
プンプンプンプン 



リリリ唱 
↓ 

ナナナ唱 
↓ 

母音唱 
↓ 

歌詞唱 
 
       



 
わたあめの秘密を僕は知っている 
スプーン一杯のザラメが  
でっかいわたあめになるんだ 
 
少し背が伸びた頃 僕は考えてた 
ザラメがでっかいわたあめに 
なっちゃう理屈を 
 
わかりかけたところで  
考えるの、やめたんだ 
秘密は秘密でいいんだ  
理屈はいらない 
 
ザラメざらざら くるくるり 
ほらねほら ふわりふわふわ 
ザラメざらざら くるくるり 
わたあめ ふわり 
 

思い出の秘密を僕は知っている 
偶然出会った僕らが  
でっかい思い出になるんだ 
 
かなり背も伸びた頃 僕は考えてた 
僕らがでっかい思い出に 
なっちゃう理屈を 
 
わかりかけたところで  
考えるの、やめたんだ 
秘密は秘密でいいんだ  
理屈はいらない 
 
 
わかりかけたところで  
考えるの、やめたけど 
なぜだか涙滲むんだ 理屈なんてない 

わたあめ 



リズムのとり方 



MUSIC 

時間を越えて 言葉を越えて 
メッセージは伝わっていく 
 
星が鳴るような 優しい歌は 
永遠に消えないから 
 
素敵な未来を歌おう 
平和の祈りを奏でよう 
 
生きている喜びを 
虹のように重ね合いながら 
君と・・・ 

音楽に願いをかけよう 
笑顔をつないで 
大切に織り上げたMUSIC 
きっと届くから 
 
音楽に魔法をかけよう 
さあ 手をつないで 
大切に織り上げたMUSIC 
きっと届くから 
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