
時期 会場 演奏曲
1979.8 第1回サマーナイトコンサート 大曲市勤労青少年ホーム マイウェイなど

シンフォニックバンドのためのパッサカリア（兼田敏）
第1組曲（G.ホルスト）
交響詩「フィンランディア」（J.シベリウス）
1941のテーマ
サムシング
愛のテーマ
マイウェイ

1982.8 第3回サマーナイトコンサート 大曲市立中央公民館 吹奏楽のための協奏的序曲（藤掛廣幸）
吹奏楽のための哀歌（兼田敏）
吹奏楽のための交響曲より第4楽章（R.ジェイガー）
ディズニーメドレー（岩井直博・編）
エスカペイド・フォア・トロンボーン
ハロー・ドーリー
愛のコンチェルト
シング・シング・シング（L.プリマ／岩井直博）

1983.8 第4回サマーナイトコンサート 大曲市立中央公民館 吹奏楽のための練習曲（小林徹）
第2組曲（G.ホルスト）
トリティコ（V.ネリベル）
シング・シング・シング（L.プリマ／岩井直博）
NHK大河ドラマ「徳川家康」テーマ
追憶のテーマ
サンチェスの子供たち
ワッキーダスト
ジョン・ウイリアムス・メドレー

1984.8 第1回定期演奏会 大曲市立中央公民館 吹奏楽のための序曲「飛鳥」（櫛田朕之扶）
古いアメリカ舞曲集（R.R.ベネット）
交響曲第2番（J.B.チャンス）

1985.12.7 第2回定期演奏会 大曲市立中央公民館 吹奏楽のための賛歌
シューマンの主題による変奏曲
楽劇「ローエングリン」よりエルザの大聖堂への行列（R.ワーグナー／L.カイリエ）
朝鮮民謡による変奏曲（J.B.チャンス）
古祀（保科洋）
交響詩「ローマの松」より「アッピア街道の松」（O.レスピーギ）

1986 第3回定期演奏会 大曲市立中央公民館 コンサートマーチ「テイク・オフ」（建部知弘／藤田玄播）
カノン（J.パッヘルベル）
歌劇「運命の力」序曲（G.ヴェルディ／）
ラプソディ・イン・ブルー（G.ガーシュウィン）　Piano：小山三佳
交響的断章（V.ネリベル）
アクエリアス
スターダスト（H.カーマイケル/小六禮次郎）
イン・ザ・ムード
NANA
ムーンライトセレナーデ
踊り明かそう（F.ロウ）

1987.11.22 第4回定期演奏会 大曲市立中央公民館 喜歌劇「軽騎兵」序曲（F.v.スッペ）
アルメニアンダンス・パートI（A.リード）
風紋（保科洋）
交響曲第１番ニ短調作品13より第4楽章（S.ラフマニノフ／穴山和義）
ワッキーダスト
追憶のテーマ
心の愛（S.ワンダー）
シボネー

1988.11.20 第5回定期演奏会 大曲市立中央公民館
1989.11.19 第6回定期演奏会 大曲市立中央公民館
1990.11.25 第7回定期演奏会 大曲市立中央公民館

1992.6.27 第8回定期演奏会 大曲市立中央公民館
1993.5.23 第9回定期演奏会 大曲市立中央公民館
1994.6.26 第10回定期演奏会 大曲市民会館
1995.2.12 第11回定期演奏会 大曲市民会館
1995.6.25 第12回定期演奏会 大曲市民会館 祝典のための音楽（P.スパーク）

スプリング・マーチ（大石美香）
行進曲「ラメセスII世」（阿部勇一）*
エルサレム賛歌（A.リード）
633爆撃隊
ゴットファーザー「愛は誰の手に」（N.ロータ）
ミュージカル「屋根の上のヴァイオリン弾き」メドレー
風の谷のナウシカより「鳥の人」（久石譲）
ディズニーメドレー（岩井直博・編）
イエスタディ
テキーラ
　*客演指揮：阿部勇一氏（作曲家）

1996.2.11 第13回定期演奏会 大曲市民会館 ブルーリッジ・サガ（J.スウェアリンジェン）
二つの交響的断章（V.ネリベル）
バレエ音楽「火の鳥」より（I.ストラヴィンスキー／G.デュカー）
シング・シング・シング（L.プリマ／岩井直博）
映画「ボディーガード」より
「オズの魔法使い」より虹の彼方に（／岩井直博）
「サウンド・オブ・ミュージック」メドレー（R.ロジャース／岩井直博）
ディズニーメドレーII（佐橋俊彦・編）
ガーデン・パーティ

1996.6.16 第14回定期演奏会 大曲市民会館 ドラゴンの年（P.スパーク）
はるか、大地へ（上岡洋一）
バレエ音楽「シバの女王ベルキス」よりソロモンの夢、狂宴の踊り（O.レスピーギ／木村吉宏）
ロサンゼルスオリンピック・ファンファーレとテーマ（J.ウイリアムス／小長谷宗一）
デキシーランド・ジャズ・フューネラル（J.スピアーズ）
アメリカン・グラフィティ（岩井直博・編）
イン・ザ・ムード（／岩井直博）
「ライオンキング」メドレー（）
行進曲「星条旗よ永遠なれ」（J.P.スーザ）

1997.2.16 第15回定期演奏会 大曲市民会館 序曲「春の猟犬」（A.リード）
楽劇「ローエングリン」よりエルザの大聖堂への行列（R.ワーグナー／L.カイリエ）
舞踏組曲（B.バルトーク／仲田守）
宇宙のファンタジー（アース・ウィンド＆ファイヤー／）
ジャパニーズ・グラフィティII～坂本九メモリアル（中村八大／横内章次・編）
スターダスト（H. カーマイケル/小六禮次郎）
スパイ大作戦のテーマ（／真島俊夫）
「スター・ウォーズ」メドレー（J.ウイリアムス／）
エル・クンバンチェロ（R.ヘルナンデス／岩井直博）

1997.7.13 第16回定期演奏会 大曲市民会館 アルメニアンダンス・パートI（A.リード）
マーチ「ライジング・サン」（新井千恵子）
マーチ「夢と勇気、憧れ、希望」（内藤淳一）
バレエ音楽「ガイーヌ」より火焔、子守歌、収穫祭（A.ハチャトリアン／築地隆）
アダムス・ファミリー
「ゴジラ」メドレー（伊福部昭）
星に願いを（L.ハーライン／星出尚志）
となりのトトロメドレー（久石譲／磯崎敦博）
美女と野獣メドレー
もののけ姫（久石譲）
エル・クンバンチェロ（R.ヘルナンデス／岩井直博）

1998.2.15 第17回定期演奏会 大曲市民会館 組曲「惑星」より木星（G.ホルスト／築地隆）
バンドのための民話（J.カウディル）
スラヴィア（J.ヴァンデルロースト）
序曲「ピータールー」（M.アーノルド／近藤久敦）
ポップス描写曲「メインストリートで」（岩井直博）
SMAPメドレー（佐橋俊彦・編）
交響絵巻「水戸黄門」（木下忠司）
もののけ姫（久石譲）
ど演歌えきすぷれす（杉浦邦弘・編）
ウルトラマンのテーマ
スーダラ伝説

1998.5.17
秋田市立山王中学校吹奏楽部＆大曲吹奏楽団
ジョイントコンサート 秋田県民会館

イタリア奇想曲（P.I.チャイコフスキー／F.ウィンターボトム）

カンタベリーコラール（J.ヴァンデルロースト）
オセロ（A.リード）
ロンドンデリーエア（P.ｸﾞレインジャー）
マーチ「ブロックＭ」（J.ビリク）
もののけ姫（久石譲）
エル・クンバンチェロ（R.ヘルナンデス／岩井直博）
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1998.7.19 第18回定期演奏会 大曲市民会館 イタリア奇想曲（P.I.チャイコフスキー／F.ウィンターボトム）
「アルルの女」より間奏曲（G.ビゼー）
エル・カミーノ・レアル（A.リード）
映画「JFK」よりテーマ
ウエストサイドストーリーセレクション（L.バーンスタイン／W.デュソイ）
フォー・ブラザーズ（）
映画「陽の当たる教室」よりアメリカンシンフォニー（M.ケイメン）
エル・クンバンチェロ（R.ヘルナンデス／岩井直博）

1998.8.29 大潟村 村制30周年記念音楽祭 大潟村 エル・カミーノ・レアル（A.リード）
アルメニアンダンス・パートI（A.リード）
ミッキーマウスマーチ
めざせポケモンマスター
エル・クンバンチェロ（R.ヘルナンデス／岩井直博）
マーチ「ブロックＭ」（J.ビリク）
ど演歌えきすぷれす（杉浦邦弘・編）
トランペット吹きの休日（L.アンダーソン）
さようなら（佐藤敦）

1998.11.29 アトリオン特別演奏会 アトリオン音楽ホール フロレンティーナ行進曲（Ｊ.フチーク）
第１組曲（G.ホルスト）
アルトサクソフォーンと吹奏楽のためのバラード（A.リード）
オリエント急行（P.スパーク）
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲（P.マスカーニ／築地隆）
主よ、人の望みの喜びよ（J.S.バッハ／築地隆）
チューバ吹きのタビーちゃん（P.クライジンガー）
交響詩「ローマの松」よりアッピア街道の松（O.レスピーギ／）
ラデッキー行進曲（J.シュトラウス／A.リード）
さようなら（佐藤敦）
客演司会：賀内隆弘（ABS秋田放送アナウンサー）

1999.2.21 第19回定期演奏会 大曲市民会館 オリエント急行（F.スパーク）
コラールとカプリチオ（G.ジョバンニーニ）
風紋（保科洋）
剣と王冠（E.グレグソン）
黒いジャガーのテーマ（I. ヘイズ）
風の谷のナウシカより「鳥の人」（久石譲）
トランペット吹きの休日（L.アンダーソン）
星に願いを（L.ハーライン／真島俊夫）　A.Sax：藤沢和弘
「ノートルダムの鐘」セレクション
未来予想図II
エル・クンバンチェロ（R.ヘルナンデス／岩井直博）

1997.7.20 創立20周年記念第20回定期演奏会 大曲市民会館 祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ／D.ハンスバーガー）
「法華経からの三つの啓示」より第３楽章「平和の悦び」（A.リード）
マーチ「グリーン・フォレスト」（内藤淳一）
交響曲第１番ニ短調作品13より第4楽章（S.ラフマニノフ／築地隆）
音楽祭のプレリュード（A.リード）*1
カドリーユ（後藤洋）*2
シング・シング・シング（L.プリマ／岩井直博）*3
ミュージカル「レ・ミゼラブル」セレクション（A.ショーンバーグ）
　我は海の子（文部省唱歌／飯島俊成）
エル・クンバンチェロ（R.ヘルナンデス／岩井直博）
客演指揮：石塚保（*1）　田村忍（*2）　坂本昌（*3）

2000.2.20 第21回定期演奏会 交響的序曲（J.バーンズ）
組曲「展覧会の絵」（M.ムソルグスキー／M.ラヴェル／築地隆）
シンフォニック・ビートルズ（）
トランペット吹きの子守歌（L.アンダーソン）　Solo：高橋直樹
Sax７重奏：エンターティナー（S.ジョプリン）
月の光（C.ドビュッシー）　Piano：小塚類
荒城の月（滝廉太郎／佐藤敦）　Chorus：曲吹合唱団
川の流れのように（）
シンフォニック・ガーシュウィン（W.バーカー編曲）
SAYONARA（J.ヴァンデルロースト）
テキーラ（C.リオ/明光院正人）

2000.7.9 第22回定期演奏会 大曲市民会館 吹奏楽のための序曲（坂田雅弘）
アンティフォナーレ（V.ネリベル）
ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲より（Z.コダーイ／森田一浩）
ポップス変奏曲「かぞえうた」（岩井直博）
ジャパニーズグラフィティVI
道祖神の詩（福島弘和）
もののけ姫メドレー（久石譲）
夏の思い出（中田喜直／藤田玄播）
八木節（群馬県民謡／岩井直博）

2001.2.11 第23回定期演奏会 大曲市民会館 交響詩「青いユリのために」（J.ロドリゴ）
海の歌（R.ミッチェル）
組曲「ハーリヤーノシュ」（Z.コダーイ／G.バイナム）
ダンシングクィーン（B. アンダーソン他/岩井直博）
ワルツ「美しく青きドナウ」（J.シュトラウス／築地隆）
恋のカーニバル（M.モレイラ他/岩井直溥）
コーラスラインメドレー（M.ハムリッシュ／森田一浩）
スラヴ舞曲第10番ホ短調（A.ドヴォルザーク／築地隆）
マンボNO.5（P.プラード/岩井直博）

2001.6.18 第24回定期演奏会 大曲市民会館 式典のための行進曲「栄光をたたえて」（内藤淳一）
バレエ組曲「中国の不思議な役人」（B.バルトーク／築地隆）
あの丘を越えて（星谷丈生）
交響曲第４番（A.リード）
セサミストリートのテーマ（J.ラポソ/横内章次）
死者のためのミサ曲第２曲「怒りの日」より（G.ヴェルディ／モレンハウア）
バンドとゴスペルコーラスのための「ハレルヤ！」（G.ヘンデル／星出尚志）
ミュージカル「オペラ座の怪人」セレクション（A.L.ウェッバー）
虹の彼方に（H.アーレン/森田一浩）
マンボNO.5（P.プラード/岩井直博）

2002.2.17 第25回定期演奏会 大曲市民会館 イギリス民謡組曲（R.V.ウイリアムズ）
吹奏楽のための抒情的「祭」（伊藤康英）
バレエ音楽「三角帽子」より（M.de ファリャ／築地隆）
ルパン三世のテーマ（大野雄二／星出尚志）
オリーブの首飾り（C.モーガン／岩井直博）
交響詩「ローマの松」よりアッピア街道の松（O.レスピーギ／築地隆）
「千と千尋の神隠し」メドレー（久石譲・木村弓／小島里美）
ミュージカル「キャッツ」メドレー（A.L.ウェッバー／森田一浩）
007「ジェームスボンド・メドレー」より（M.リーソン＆B.コンティ／F.エリクソン）
マジック（安藤まさひろ／岩井直博）

2002.6.30 第26回定期演奏会 大曲市民会館 フラッシング・ウインズ（J.ヴァンデルロースト）
アルメニアンダンス・パート1（A.リード）
アルメニアンダンス・パート2（A.リード）
2001宇宙の旅テーマ～交響詩「ツァラトゥストゥラはかく語りき」より（R.シュトラウス／淀彰）
ボイジャー（角田季子／梶谷修）
翼を下さい～バンドと合唱のための（山上路夫・村井邦彦／宮川彬良）
映画「80日間世界一周」主題曲（V.ヤング／山下国俊）
交響組曲「ハリーポッターと賢者の石」（J.ウイリアムズ／R.W.スミス）
E.T.のテーマ（J.ウイリアムズ／森田一浩）
クマーナ（B.アレン・H.スピナ・R.ヒルマン／今泉有規男）

2003.2.23 第27回定期演奏会 大曲市民会館 喜歌劇「メリー・ウイドウ」セレクション（F.レハール／鈴木英史）
ムーアサイド組曲より　スケルツオ・マーチ（G.ホルスト／高橋直樹）
バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲（M.ラヴェル／築地隆）
ジャパニーズ・グラフィティVIII～ウルトラ大行進！～（星出尚志編）
黒いオルフェ～オルフェのサンバ（岩井直博編）
インスタント・コンサート（H.ワルターズ）
利家とまつ（渡辺俊幸／後藤洋）
76本のトロンボーン（M.ウィルソン／岩井直博）
ティコ・ティコ（Z.アブルウ／岩井直博）

2003.6.29 第28回定期演奏会 大曲市民会館 ウイナーズ～吹奏楽のための行進曲（諏訪雅彦）
大阪俗謡による幻想曲（大栗裕）
マーチ「ベスト・フレンド」（松浦伸吾）
バレエ音楽「ロメオとジュリエット」よりモンタギュー家とキャピュレット家～朝の踊り～
ティボルトとマーキュシオの出会い～ティボルトの死（S.プロコフィエフ／築地隆）
鉄腕アトム（高井達雄／星出尚志編）
日本民謡メドレー～本荘追分～生保内だし～草刈唄（天野正道編）
マウスピース・マニア（）
ロード・オブ・ザ・リング（H.ショア／）
コンサートマーチ「テイク・オフ」（建部知弘／藤田玄播）
ジェラート・コン・カフェ（真島俊夫）

2004.2.22 第29回定期演奏会 大曲市民会館 オールド・マタドール（デヴィッド・ポブロヴィッツ）
船乗りと海の歌（ロバート・Ｗ・スミス）
トリティコ（ヴァツラフ・ネリベル）
マンシーニ！（ヘンリー・マンシーニ/アルフレッド・リード編）
モンマルトルの小径［シャンソン・メドレー］(真島俊夫編)
ど演歌えきすぷれす第３番［股旅演歌・浪花演歌特集］（杉浦邦弘編）
交響組曲「宇宙戦艦ヤマト」（宮川泰/宮川彬良編）
少年時代（井上陽水）
ディスコ・キッド（東海林修）



2004.5.23 創立25周年記念第30回定期演奏会 大曲市民会館 吹奏楽のための風之舞（福田洋介）
鳥たちの神話（藤井修）
三つのジャポニスム（真島俊夫）
カーペンターズ・フォーエバー*（真島俊夫・編）
キャラバンの到着*（Michel Jean Legrand/真島俊夫）
スターダスト*（H. Carmichael/小六禮次郎）
グレン・ミラー・メドレー*（岩井直博・編）
聖者の行進*（アメリカ民謡/岩井直博）
エル・クンバンチェロ*（R.ヘルナンデス／岩井直博）
　客演*：阿野次男（Drums）
　客演司会：賀内隆弘（ABS秋田放送アナウンサー）

2005.2.27 第31回定期演奏会 大曲市民会館 グランドマーチ（小長谷宗一）
ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス（D.ギリングハム）
エニグマ変奏曲（E.エルガー／築地隆）
歌劇「イーゴリ公」よりダッタンの踊り（A.ボロディン／淀彰）
リバティ・ファンファーレ（J.Williams）
踊りあかそう（F.ロウ/岩井直博）
チャップリンの肖像（星出尚志編）
タンゴ・アラカルト（森田一浩編）
「冬のソナタ」より「はじめから今まで」
ブラジル（A.バローゾ／岩井直博）

2005.5.29. 第32回定期演奏会 大曲市民会館 パクス・ロマーナ（松尾善雄）
青い水平線（F.チェザリーニ）
マーチ「春風」（南俊明）
ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲より（Z.コダーイ／森田一浩）
映画「スター・ウォーズ」よりダースベーダーのテーマ（J.Williams）
「ハウルの動く城」メドレー（久石譲/鈴木英史）
メインストリートエレクトリカルパレード（岩井直博編）
ミュージカル「ミスサイゴン」交響的絵画（シェーンベルク／デ=メイ）
ロンドンデリーの歌（P.グレインジャー）
コンサートマーチ「テイク・オフ」（建部知弘／藤田玄播）

2006.2.26 第33回定期演奏会 大曲市民会館 アレルヤ・ラウダムス・テ（A.リード）
組曲「動物の謝肉祭」より（C.サン=サーンス）
アルトサクソフォン協奏曲（H.トマジ）
高度な技術への指標（河辺公一）
世界遺産のテーマ「ソング・オブ・ライフ」（鳥山雄司）
アディオス・ノニーノ（A.ピアソラ）
リヴァーダンス（B.ウィーラン）
ウードルズ・オブ・ヌードルズ（J.ドーシー/日下部進治）
聖者の行進（Traditional/岩井直博）
　客演：須川展也氏（Saxophone奏者）
　司会：賀内隆弘 氏（ＡＢＳ秋田放送アナウンサー）

2006.5.14 第34回定期演奏会 大曲市民会館 ホープタウン・ホリディ（S.ライニキー）
 海へ（三澤慶）
パルセイション（木下牧子）
GOTHIC（木下牧子）※当団委嘱作品（初演）
 五月の風（真島俊夫）
リトルマーメイドメドレー（A.メンケン／星出尚志）
 サンバ・デ・アイーダ（G.ヴェルディ／真島俊夫）
ミュージカル 「ラ・マンチャの男」セレクション（M.リー／杉本幸一）
 歌劇「トゥーランドット」より誰も寝てはならぬ（G.プッチーニ）
オーメンズ・オブ・ラブ（和泉宏隆／真島俊夫）

2007.2 第35回定期演奏会 大曲市民会館 民衆を導く自由の女神（樽谷
交響的断章（V.ネリベル）
序曲「1812年」（チャイコフスキー/木村吉宏）
アイムアブラスバンド
ディズニーメドレー
パイレーツオブカリビアン
台所変奏曲
ラプソディー・イン・ブルー

2007.5.27. 第36回定期演奏会 協和市民センター「和ピア」 憧れの街（南俊明）
交響曲第３番 より 第1, 3, 4楽章（J.バーンズ）
マーチ「ブルースカイ」（高木登古）
ナジム・アラビー（松尾善雄）
交響曲 より 第４楽章（矢代秋雄）
ジャパニーズ・グラフィティXI ～刑事ドラマテーマ集（星出尚志編）
主よ、人の望みの喜びよ（J.S.バッハ／A.リード編）
サクソフォーンとバンドのための「青春の輝き」（B.ジョン／森田一浩編）
ウエスト・サイド・ストーリーメドレー（L.バーンスタイン／W.J.デュソイ編）

2008.2.23 第37回定期演奏会 大曲市民会館 ファンファーレとアレグロ
マイスタージンガ―前奏曲
エルサレム賛歌（A.リード）
ディズニー・クラシック・レビュー
スターパズルマーチ
久石譲アニメメドレー
交響的情景「地底旅行」

2008.6.29. 第38回定期演奏会 大曲市民会館 祝典のための音楽（P.スパーク）
交響詩「ローマの祭り」より
ロッキーのテーマ
ニューシネマパラダイス
ファッシネーション
アメリカン・グラフィティ15

2009.2.22 第39回定期演奏会 大曲市民会館 三日月にかかるヤコブのはしご
朝鮮民謡の主題による変奏曲
シェナンドー
スペイン奇想曲
魔法にかけられて
崖の上のポニョ
ユーレイズミーアップ
ボレロ

2009.6.28. 創立30周年記念第40回定期演奏会 大曲市民会館 祝典序曲（D.ショスタコーヴィチ／D.ハンスバーガー）
ネストリアン・モニュメント（平田智暁）
ハリソンの夢（P.グレイアム）
サクソフォン協奏曲（H.トマジ／仲田守）※
NHK大河ドラマ「天地人」オープニングテーマ
ジャパニーズグラフィティⅫ
川の流れのように（見岳章/真島俊夫）
飛行のファンタジー（J.ウィリアムズ/R.W.スミス）

2010.2 第41回定期演奏会 大曲市民会館 キャンディード序曲（バーンスタイン）

バレエ音楽「ロデオ」より

2010.6 第42回定期演奏会 大曲市民会館 汐風のマーチ（田嶋勉）
バレエ音楽「ボルト」より（D.ショスタコーヴィチ/木村吉宏）
迷走するサラバンド（広瀬正憲）
バレエ音楽「チェックメイト」（A.ブリス/ウィルソン）

2011.2 第43回定期演奏会 大曲市民会館 運命の力

2012.2.19 第44回定期演奏会 大曲市民会館 威風堂々第1番（E.エルガー/A.リード）
風紋（保科洋）
東北地方の民謡によるコラージュ（櫛田テツノスケ）
エクストリーム・メークオーヴァー（J.デ=メイ）
ジャパニーズグラフィティⅩ
JIN-仁-メインタイトル
チャップリンの肖像
歌姫～美空ひばりメドレー～

2012.7.8 第45回定期演奏会 中仙市民会館「ドンパル」 行進曲「希望の空」（和田信）
ウィンドオーケストラのためのヴァニタス（高昌師）
さくらのうた（福田洋介）
交響詩「ローマの祭り」より（O.レスピーギ/木村吉宏）
スーパーマリオブラザーズ
ホール・ニュー・ワールド
NHK大河ドラマ「平清盛」テーマ
アメリカングラフィティXIX



2013.2 第46回定期演奏会 大曲市民会館 寄港地

2013.6.16 第47回定期演奏会 中仙市民会館「ドンパル」 ゴッドスピード！（スティーヴン・メリロ）
「展覧会の絵」より（モデスト・ムソルグスキー/築地隆）
あまちゃん オープニングテーマ（大友良英/長山善洋）
八重の桜（坂本龍一/森田一浩）
美女と野獣（アラン・メンケン/真島俊夫）
ガブリエルのオーボエ（エンニオ・モリコーネ/ロバート・ロングフィールド）
レ・ミゼラブル・セレクション（シェーンベルク/バーカー）

2014.2.23 第48回定期演奏会 大曲市民会館 コンサートマーチ秋田（兼田 敏 作曲）
マ・メール・ロワ　より（Ｍ.ラヴェル 作曲／築地 隆 編曲）
吹奏楽のためのバーレスク（大栗 裕 作曲）～1977年全日本吹奏楽コンクール課題曲
交響曲第５番より第４楽章（Ｄ.ショスタコーヴィチ 作曲／田村 裕三 編曲）
英雄の証「モンスターハンター」より（甲田 雅人 作曲／森田 一浩 編曲）
ど演歌えきすぷれす（杉浦 邦弘 編曲）
雨のち晴レルヤ（北川 悠仁・佐藤 和哉 作曲／金山 徹 編曲）
デューク・エリントン・メドレー（中川 賢二 編曲）

2014.6.29 第49回定期演奏会 協和市民センター「和ピア」 コンサートマーチ「青葉の街で」(小林 武夫)
バッハの名による幻想曲とフーガ（F.リスト／田村 文生 編曲）
行進曲「勇気のトビラ」(高橋 宏樹)
レクイエム　より（G.ヴェルディ／築地 隆 編曲）
ルパン三世のテーマ（大野 雄二／星出 尚志 編曲）
「ゴジラ」ファンタジー（伊福部 昭／和田 薫 編曲）
「軍師官兵衛」メイン・テーマ（菅野 祐悟／福島 弘和 編曲）
久石譲作品集３（久石 譲／本澤 なおゆき 編曲）

2015.2.22 第50回記念定期演奏会 大曲市民会館 交響組曲「ラメセス2世」より（阿部勇一 作曲）
交響曲第１番「巨人」より第3楽章、第4楽章（G.マーラー 作曲/築地 隆 編曲）
サモン・ザ・ヒーロー（J.ウィリアムズ 作曲／P.ラヴェンダー 編曲）
BIRDS-アルト・サクソフォンと吹奏楽のための協奏曲より第3楽章 Phoenix （真島 俊夫）※
ラテン・フィエスタ（鈴木 英史 編曲）※
カーペンターズ・フォーエバー（真島 俊夫 編曲）
※サクソフォンソロ：成田徹

2015.7.19 第51回定期演奏会 横手市民会館 吹奏楽のための賛歌（ネリベル）
秘儀Ⅲ－旋回舞踊のためのヘテロフォニー（西村朗）
マーチ「プロヴァンスの風」（田坂直樹）
宇宙の音楽（P.スパーク）
ミッション・インポッシブル（スパイ大作戦）のテーマ
ビックバンドトリビュート
NHK大河ドラマ「花燃ゆ」テーマ
ハリー・ポッター　コンプリート

2016.2.21 第52回定期演奏会 大曲市民会館 祝典への前奏曲（P.スパーク）
交響的舞曲より第3楽章（S.ラフマニノフ）
白鳥の湖より序奏、第18曲、スペインの踊り、終曲（P.チャイコフスキー）
サンダーバード（バリー・グレイ 作曲／森田 一浩 編曲）
リトル・マーメイド・メドレー（アラン・メンケン 作曲／星出 尚志 編曲）
Ｍ．ルグランの世界（ミシェル・ルグラン 作曲／真島 俊夫 編曲）
ジャパニーズ・グラフィティXⅡ　銀河鉄道999（TV版）～宇宙戦艦ヤマト～銀河鉄道999（劇場版）（星出 尚志編）

2016.7.18 第53回定期演奏会 横手市民会館 マーチ・スカイブルー・ドリーム（矢藤学）
パガニーニの主題による狂詩曲（S.ラフマニノフ）
ある英雄の記憶～「虹の国と氷の国」より（西村友）
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 ニ短調 BWV1004より5.シャコンヌ（J.S.バッハ）
ベイ・ブリーズ -岩井直溥氏に捧ぐ-
炎のランナー（ヴァンゲリス/宮川成治）
NHK大河ドラマ「真田丸」メインテーマ（服部隆之/森田一浩）
交響組曲「ドラゴンクエスト」より序曲、冒険の旅、おおぞらをとぶ、そして伝説へ

2017.2.19 第54回定期演奏会 秋田市文化会館 エル・カミーノ・レアル（A.リード）
エニグマ変奏曲より　ニムロッド（E.エルガー／築地 隆 編）
交響詩「ローマの松」（O.レスピーギ／築地 隆 編）
名探偵コナン　メインテーマ（大野 克夫／宮川 成治 編）
ジブリ・メドレー【空編】（久石 譲／三浦 秀秋 編）
オブリビオン（A.ピアソラ／R.ロングフィールド 編）
ライオン・キング・メドレー（森田 一浩 編）　

2017.7.16 第55回定期演奏会 中仙市民会館「ドンパル」 春の猟犬（リード）
インテルメッツォ（保科洋）
マーチ「春風の通り道」（西山知宏）
交響曲第2番 ホ短調 作品27より第1,3,4楽章（ラフマニノフ/築地隆）
ディズニー・クラシックス・レビュー （山里 佐和子 編）
NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」より～天虎～虎の女（菅野よう子作曲/森田一浩 編曲）
アメリカングラフィティ17（岩井 直溥 編）
パイレーツ・オブ・カリビアン（クラウス・バデルト 作曲/ジョン・ワッソン 編曲）

2018.2.25 第56回定期演奏会 大仙市大曲市民会館 セイント・アンソニー ヴァリエーション（W.H.ヒル）
エルザの大聖堂への行列（R.ワーグナー）
交響曲第3番ニ短調より　第1楽章（G.マーラー/高橋 直樹 編）
ファンダンゴ（J.C.カルデロン/森田 一浩 編）
ジャパニーズ・グラフィティⅩ　時代劇絵巻（星出 尚志 編）
不思議の国のアリス（サミー・フェイン/鈴木 英史 編）
宇宙戦艦ヤマト・ハイライト（宮川 泰/星出 尚志 編）

2018.7.16 第57回定期演奏会 横手市民会館 アルメニアン・ダンス PartⅠ（A.リード）
コンサート・マーチ「虹色の未来へ」（郷間 幹男）
エレウシスの祭儀（咲間 貴裕）
交響的舞曲　第3楽章（S.ラフマニノフ 作曲／佐藤 正人 編曲）
ダンシング クィーン（岩井 直溥 編曲）
ひまわり（H.マンシーニ 作曲／真島 俊夫 編曲）
祝典のための音楽（P.スパーク）
NHK大河ドラマ「利家とまつ」メインテーマ（渡辺 俊幸 作曲／鈴木 英史 編曲）
伝説の「NHK大河ドラマ」メドレー（田嶋 勉 編曲）

2019.2.17 創立40周年記念　第58回定期演奏会 大仙市大曲市民会館 祝典序曲　(D.ショスタコーヴィチ)
オセロ 第1,3,4楽章　(A.リード)
風紋　(保科 洋)
交響曲第4番より　(P.I.チャイコフスキー)
キャラバンの到着
「アナと雪の女王」よりハイライト
スピリティッド・アウェイ《千と千尋の神隠し》より

2019.7.15 第59回定期演奏会 横手市民会館 行進曲「道標の先に」（岡田 康汰）
秘儀IV〈行進〉（西村 朗 作曲／福本 信太郎 編曲）
行進曲「春」（福島 弘和）
バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より　(O.レスピーギ 作曲／田村 裕三 編曲)
タイタニック メドレー（J.ホーナー 作曲／星出 尚志 編曲）
ＳＵＭＭＥＲ（久石 譲 作曲／渡部 哲哉 編曲）
ＱＵＥＥＮ！（B.メイ, F.マーキュリー 作曲／福田 洋介 編曲）

2020.2.16 第60回定期演奏会 大仙市大曲市民会館 バレエ音楽「ガイーヌ」より（A.I.ハチャトゥリアン）
シェナンドーア（F.ティケリ）
交響曲第5番第5楽章（G.マーラー／築地 隆）
コンパス・オブ・ユア・ハート（A.メンケン／鈴木 英史 編曲）
ジャパニーズグラフィティ21　ドクター・ストーリー（森田 一浩 編曲）
マシュ・ケ・ナダ（岩井 直溥 編曲）
「風の谷のナウシカ」Highlights（久石 譲／真島 俊夫 編曲）


