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まなロビ
Tocchiamo!

FREE

岩見沢緑陵高等学校
第 25回課題研究発表会



　毎年12月に岩見沢複合駅舎内の有明交流プラザで開
催されていた、北海道教育大学岩見沢校の声楽コース学
生有志が出演するコンサート「Tocchiamo！」（「トッキ
アーモ」と読む）が、今年はまなみーるで開催される。
過去には、オペラのハイライトや、小編成の合唱などを
披露してきたが、コロナ禍の今回は、4年生のソプラノ
3名による重唱を中心とした構成。プログラムには、「ド
レミの歌」でおなじみのミュージカル『サウンド・オブ・
ミュージック』のメドレーや、ウィーンの年末年始の風
物詩として、大晦日の晩に上演されることでも知られる
オペレッタ『こうもり』のアリアをデュエットにアレン
ジしたものなど、どこかで一度は聴いたことのある、親
しみやすい曲が並ぶ。クリスマスメドレーも予定されて
いるので、ひと足早いクリスマス気分をお楽しみいただ
きたい。

教育大生による重唱発表会

まなみーる 岩見沢市民会館　大ホール
12月 9日 (水)　開演 18：30

伴奏　栃金 紗希　大橋 綾夏
大山 愛惠 八重樫 楓子 山崎 愛奈

ソプラノ・声楽コース4年出演

演奏曲 サウンドオブミュージックメドレー
ヴィリアの歌
パート・オブ・ユア・ワールド　他

まなみーる 岩見沢市民会館　大ホール　

12月 7日 (月)
18:00 開場 18:30 開演

※混雑回避の為ロビーでの開催を取りやめ、
大ホールで開催致します。ご理解をお願い致します。

ベルガマスク組曲　月の光
交響的練習曲 op.13
バラード第 2 番 op.38 ヘ長調
15 の即興曲第 15 番「エディット・ピアフを讃えて」
ハ短調
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

演奏曲 出演
ピアノ　佐藤美空

北海道教育大学岩見沢校　芸術・スポーツ文化学科　
音楽文化専攻　鍵盤楽器コース 2 年

ピアノ　河村真優
北海道教育大学岩見沢校　芸術・スポーツ文化学科　
音楽文化専攻　鍵盤楽器コース 2 年

-新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い-

ご来場の際のマスク着用、入場時に検温および手指消毒のご協力・連絡先のご記入をお願いいたします。
今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、コンサートの公開を中止し、完全無観客ライブ配信に変更させていただく                                                                                             
場合がございます。ご了承ください。
ご来場が心配な方は、【HamanasuArt公式YouTubeチャンネル】での配信も行いますので、こちらからぜひお楽しみください。

-Miku SATO- -Mayu KAWAMURA-
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北海道岩見沢緑陵高等学校

LIVE課題研究発表会

1 班　天涯比隣
～オンラインでつなぐ明るい未来～

2班　多方面から魅せる文学
～氷室冴子×シビックプライド～

3班　Cook with smile
～おうちカフェプロジェクト～

4班　デジタル音楽祭
～コロナ蔓延　音楽で岩見沢をつなぐ～

5班　太陽光発電の可能性
～快適な学校生活と地域への災害対策～

6班　北の記憶を辿るレール
～炭鉄港から伝える岩見沢～

7班　豆’ s history
～豆を好きになるきっかけの探求～

8班　あなたは知ってる？
～ドラマで伝える Free-Wi-Fi の恐怖～

9班　環境問題
～これからの地球と生きていくために～

10 班　ペット ( 犬・猫 ) について知ってほしいこと
～今現在のペット事情について～

11 班　共鳴がくれたもの
～緑陵PRから学んだこと～

12 班　英語で A・SO・BOO
～ゲームから学ぶ英語教育～

13 班　生涯健康
～簡単な体操で明るい未来を～

14 班　身近に潜む危険性
～いつも使っている Free Wi-Fi は大丈夫？～

15 班　キタノカオリを広げる
～オンラインでつなげるパン甲子園～

Lineup
　緑陵高等学校の情報コミュニケーション科には「課題
研究」という授業がある。岩見沢の「地域活性化」をテー
マに、高校生という立場から発見した問題の解決に取り
組む活動だ。毎年 12 月には「課題研究発表会」でプレゼ
ンテーションを行い、自分たちの研究の成果を多くの人
に発表していたが、今年は感染症拡大防止のため、
YouTube 配信のみでの開催となった。コロナ禍で高校生
達が何を学び得たのかが注目である。

みなさまこんにちは。まな便編集者の１人、
千葉と申します。

私の家の庭には鳥の餌台があり、朝たまに鳥
たちが餌を啄ばみに来ているのを見かけてい
たのですが、雪が降ってからは大勢の雀が来
ており今や餌台は大賑わいです。背の高い木
に集まってチュンチュンと鳴き、留まる枝を
取りあうように冬毛のもこもこ雀が朝日に照
らされ飛び交っています。とても可愛らしい

光景です。これには餌台を取り付けた父もに
こにこ顔で「雀ちゃんが来てるよ」と言って
きます。

どうしても冬は憂鬱になりがちなのですが、
今は朝窓の外を見るのが家族の中でのちょっ
とした楽しみになり、癒しとなりました。み
なさまもぜひ、冬毛の雀ちゃんを見てみてく
ださい。

YouTube ch

12月 12日 (土)
9:30～12:45 (予定)

無観客・YouTube 配信



2020年EVENT info 12月の催し物案内

中止や延期など、上記内容が変更になる可能性がございます。
各主催者もしくはまなみーるへお問い合わせください。

日にち 行事名 開場・開演ｰ終演 主催者・問合せ先

5日(土)　 第 41回　中央保育園　発表会 9 : 00 -14 : 00 無料 0126 -25 -0842
中央保育園中ホール

会場 入場料

6日(日)　 坂井音楽教室　発表会 13 : 00 ～ 無料 0126 -25 -3043
坂井中ホール

窓口取扱

北海道教育大学岩見沢校
学生による声楽重唱発表会 2020
「Tocchiamo!」

18 : 00  ～ 無料 0126-32-0320
服部大ホール9日(水)　

第 51回岩見沢市児童生徒席書大会作品展
9 : 00 -19 : 00

（13日のみ 9:00-15:00）
無料 0126-22-0360

第一小学校・山崎展示室11日(金)-13日(日)　

岩見沢緑陵高等学校
第 25回課題研究発表会 9 : 30ｰ12 : 45　YouTube にて無観客オンライン配信 0126-22-1851

緑陵高等学校・川崎12日(土)　

第 13回　酒井音楽教室　発表会 13 : 00ｰ19 : 00 無料 0126-20-1110
酒井中ホール13日(日)　

いわみざわハート＆アート　2020 10 : 00 -17 : 00 無料
0126-20-1521

サポートステーション・
ステップ岩見沢

展示室16日(水)-20日(日)　

若い芽たちによるピアノコンサート 10:20・10:30-16:15 無料 0126-26-3732
棚橋ピアノ教室中ホール26日(土)　

札幌交響楽団演奏会
まなみーるDEクラシック　2020

優先入場　14 : 00～
14 : 30・15 : 00～

優先入場券　2,200 円
大人自由券　2,000 円
学生自由券　1,000 円 0126-22-4235

はまなすアート大ホール20日(日)　 ※当日300円増

7日(月)　 まなロビ vol.51 18 : 00 ・18 : 30 ～ 無料 manalobi.iwa@gmail.com
まなロビ実行委員会大ホール


