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“ ジャズ 音 楽 ” との ふ れ あ い の 中 か ら
感 性 豊 か な 子 どもを 育 てる。
そ れ が 、札 幌 ジュニアジャズ スクー ル の 理 念 で す 。
自ら 進 ん で 音 楽 を 楽し み た いと思 えること。
技 術よりも、気 持 ち に 裏 付 けら れ た 自 信 を 持 てること。
友 だちを つくり、友 だちを 助 け 、友 だち に 助 けら れ 、友 だちか ら 刺 激 を 受 けること。
社 会 で 起 きて いる様 々な 問 題 を 、少しでも考 えら れ ること。
さあ 、未 来 を 創 造し 、未 来 に 響 き渡 るサウンドを 奏 でよう。
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チャンスは心が決める。
柔軟に、力強く歩んでください
力強く歩んでください。
札幌ジュニアジャズスクール第22期生の皆さん、
ご卒業おめでとうございます。
今年も昨年と同様、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により芸術の森に集うことができない
時期が続きましたが、昨年の経験を活かしたＺoomアプリによる交流会及びレッスンの実施など、工
夫しながら活動を行いました。
７月のユースジャムセッションでは、アメリカのボストンとアートホールをオンラインで繋ぎ、バー
クリー音楽大学教授のタイガー大越氏の指導により、中学生クラスとユース世代のミュージシャン
が3日間のワークショップを行い、その成果として7月25日、野外ステージにおいて約1,000人も
のお客様に演奏を届けることができました。また、一流のプロや先輩ミュージシャンと共に過ごした
時間は、皆さんの大きな財産になったことと思います。
11月には、
「 北海道ジャズの種プロジェクト」の仲間である、道内４つのジャズスクールとリモート
で合同ワークショップを行いました。互いに離れた会場から演奏し、講評し合う特別な交流会となり
ました。また、毎年合同で開催している「ともだちコンサート」でも、道内３つの会場をリモートで繋
ぎ、心をひとつにして演奏会を実施しました。
今年も一同に会する機会が少なく残念な思いをしたこともあったと思います。しかし、オンライン
を通して、離れていても互いに音楽を楽しむという新しい取り組みに挑戦することができました。世
の中の状況は変化しますが、困難と考えるか、チャンスと捉えるかは皆さんの心が決めます。これか
らもスクールでの活動を胸に、自分の進むべき道を力強く歩んでください。
最後になりますが、昨年に引き続き、大変厳しい状況の中、変わらぬご支援をいただきましたエル
ム楽器様、
最後になりますが、
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン様、
昨年に引き続き、大変厳しい状況の中、変わらぬご支援をいただきましたエル
福岡燃料様、大地みらい信用金庫様、
ム楽器様、
北海道エネルギー様、
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン様、
札幌総合情報センター様、名鉄観光サービス様、
福岡燃料様、
共創技建様、
大地みらい信用金庫様、
ほくていホー
北海道エネルギー様、
ルディングス様、札幌日信電子様、
札幌総合情報センター様、
札幌ライラックライオンズクラブ様には心から感謝申し上げま
名鉄観光サービス様、共創技建様、ほくていホー
ルディングス様、
す。
札幌日信電子様、札幌ライラックライオンズクラブ様には心から感謝申し上げま
す。
また、活動の趣旨をご理解いただき、お子様の送迎や検温等の感染対策をはじめ、温かいサポート
をいただきました保護者と関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。
また、活動の趣旨をご理解いただき、お子様の送迎や検温等の感染対策をはじめ、
そして、深い愛情と熱意を
温かいサポート
をいただきました保護者と関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。
もってご指導いただいた中嶋先生にもお礼を申し上げるとともに、とりわけ今期をもって退任され
そして、深い愛情と熱意を
もってご指導いただいた中嶋先生にもお礼を申し上げるとともに、
ることとなりました杉本先生におかれましては、22年間にわたり、
とりわけ今期をもって退任され
講師として子ども達を見守り、
ることとなりました杉本先生におかれましては、
ジャズの楽しさを教えて下さったことに深く感謝申し上げます。
22年間にわたり、講師として子ども達を見守り、
ジャズの楽しさを教えて下さったことに深く感謝申し上げます。
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GREETING
この1年間で培った豊かな感性をいつまでも大切に
札幌ジュニアジャズスクール第22期の皆さん、ご卒業おめでとうございます。4月の開講式から
始まり、新型コロナウィルス対策を行いながらの1年間、オンライン交流会やレッスンを取り入れ
様々な経験をされたことと思います。数々の演奏会の中でジャズを通じてたくさんの方と交流でき
たことはとても貴重な体験であり、観客の皆さまに音楽の楽しさ、感動を伝えられたことは大きな自
信となったのではないでしょうか。
この1年間の活動を通して学校以外での友達作り、お互いに助け合うことによって生まれるチー
ムワークの大切さを体験されたことと思います。
この1年間の活動を通して学校以外での友達作り、
ひとりでは小さな力でもたくさんの力が集まるこ
お互いに助け合うことによって生まれるチー
株式会社エルム楽器
代表取締役会長

寺田 良紀
Yo s h i n o r i Te r a d a

ムワークの大切さを体験されたことと思います。
とでそれは大きな力となって発揮されます。このスクール生活で培った経験値を活かし様々な分野
ひとりでは小さな力でもたくさんの力が集まるこ
とでそれは大きな力となって発揮されます。
において大きく成長し、活動の場を広げてくれることを願っております。
このスクール生活で培った経験値を活かし様々な分野
またジャズを通して自己表
において大きく成長し、
現やコミュニケーションを学び、
活動の場を広げてくれることを願っております。
自ら感動し、人に感動を与え、そして仲間や友情を基礎としたチー
またジャズを通して自己表
現やコミュニケーションを学び、
ムワーク等様々な体験がバネとなり、
自ら感動し、
どんな場面におかれても飛躍されることを期待しております。
人に感動を与え、そして仲間や友情を基礎としたチー
ムワーク等様々な体験がバネとなり、
エルム楽器は創業以来、
「 音楽業務を通じ地域社会文化に貢献し、
どんな場面におかれても飛躍されることを期待しております。
お客様に喜ばれ、より高い存在
価値を認められる会社を目指す」という経営理念があります。音楽で育った心豊かな人間を世の中
に送り出すことで社会に貢献するという理念を基に、
エルム楽器は創業以来、
「 音楽業務を通じ地域社会文化に貢献し、
全道各地で音楽教室運営、
お客様に喜ばれ、
楽器販売、
より高い存在
楽器修
価値を認められる会社を目指す」
理、音楽イベントなどを行っております。
という経営理念があります。
これまで多くの皆さまのご支援、
音楽で育った心豊かな人間を世の中
ご協力をいただけたこと
に送り出すことで社会に貢献するという理念を基に、
を心より感謝申し上げます。これからもたくさんの音楽ファンの皆さまにさまざまなサービスを提
全道各地で音楽教室運営、楽器販売、楽器修
供して参りたいと思います。
理、
音楽イベントなどを行っております。これまで多くの皆さまのご支援、ご協力をいただけたこと
を心より感謝申し上げます。
最後になりますが、音楽で培った豊かな感性を最大限に発揮し、
これからもたくさんの音楽ファンの皆さまにさまざまなサービスを提
今後皆さんが様々なフィールド
供して参りたいと思います。
でご活躍されることをご期待申し上げます。
最後になりますが、音楽で培った豊かな感性を最大限に発揮し、今後皆さんが様々なフィールド
でご活躍されることをご期待申し上げます。

仲間たちと過ごした経験が、
仲間たちと過ごした経験が、
次の一歩を踏み出す糧に。
次の一歩を踏み出す糧に
札幌ジュニアジャズスクール第22期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。そして子どもた
ちを見守られたご家族の皆様、成長を支えられた指導者及び関係者の皆様、コロナ禍による影響の
中で様々な思いもあったかと思います。皆様のご支援に対し心より敬意を表します。
昨年、新型コロナは変異を繰り返し、国内でも猛威をふるいました。また、今冬の新変異株確認か
ら急速な感染拡大を続けており、今もなお、様々な面で制限や制約が求められております。
そのような大変な状況の中、第22期生の皆さんは一年間の活動を頑張りました。今期も、スクー
ルの皆さんが集合しての練習や様々なイベントで演奏する機会も限られ、不安に思うことも多く
富士フイルム
ビジネスイノベーションジャパン
株式会社
北海道支社長

成島 孝
Ta k a s h i N a r u s h i m a

あったと思います。また、それぞれの顔を見ることが出来ないため、オンラインでの交流やレッスン
を行うなど、運営される皆様にも大変なご苦労があったかと思います。本当にお疲れ様でした。
このスクールの活動だけではなく、学校での活動や日々の生活の中でも、なかなか思うようにい
かない事があったことでしょう。今後もコロナの影響に限らず、皆さんがこれから成長する過程で
は、色々な困難や問題にぶつかることが多くあります。その時に仲間たちと頑張ったこの一年間の
経験は、必ず皆さんの背中を押してくれます。そして次の一歩を踏み出す糧になってくれると思い
ます。
『ジャズ音楽との触れ合いの中から感受性豊かな子どもを育てる』の理念のもと、この一年間を
通じての経験や学びは、その一つ一つが皆さんの成長につながっています。第22期生の皆さんに
期待するとともに、
これからの飛躍と活躍を願っております。
ご卒業、おめでとうございます。
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第22期 札幌ジュニアジャズスクール
参加メンバーへ向けて
札幌ジュニアジャズスクール第22期生の皆さん、1年間の活動お疲れ様でございます。
2021年度は昨年度に引き続き新型コロナ感染拡大防止のために、多くのイベントや事業が中
止や縮小されるなど、例年であればできたことが叶わずに残念な思いや悔しい思いもあったと思い
ます。一方で、オンラインでの交流会やレッスンなど、コロナ禍だったからこそできた経験もあった
と思います。皆さんは、学校の部活動ではなく、ジュニアジャズスクールを選んで活動をされていま
す。学校の仲間とは違う環境で、ジャズが好きだという同じ想いを持つ仲間と過ごしたことや、演奏
大地みらい信用金庫
理事長

を創り上げるという素晴らしい経験を通じて、得られた感動も大きかったと思います。
今期の活動を拝見いたしますと、North
Sessionを始めとし、
ワークショップや定期演奏
ップや定期演奏
今期の活動を拝見いたしますと、
North JAM Sessionを始めとし、
ワークショ
コンサートなど限られたステージではありますが、皆さんの演奏を楽しみにしている観客にリア
会、芸術の森でのコンサートなど限られたステージではありますが、
皆さんの演奏を楽しみにしてい

遠藤 修一

ルで素晴らしい演奏・感動を届けていただいたとともに、
皆さんにおかれましても、
観客の目の前
る観客にリアルで素晴らしい演奏
・感動を届けていただいたとともに、
皆さんにおかれましても、
観

Shuichi Endo

で、仲間と一緒に演奏できる喜びを改めて感じる機会になったと思います。
客の目の前で、
仲間と一緒に演奏できる喜びを改めて感じる機会になったと思います。
コロナという未曽有の困難の中で、仲間たちと向き合って乗り越えた経験は、皆さんの今後の人
生の糧となり、そして困難を共に乗り越えた仲間はかけがえのない一生の宝物になることと思いま
す。
ジャズは、当金庫の地元根室にとっても大切な財産であり、
「ジャズの街・根室」を更に盛り上げて
いくためにも、この財産を若い世代へとつなげていきたいと考えております。当金庫としましても、
地元の芸術・文化振興や札幌と根釧地区のかけ橋となる取り組みなど、一層の地域貢献に資するこ
とが出来るよう、引き続き努力してまいりたいと考えております。
卒業生の皆さん一人ひとりが更に大きく成長され、幅広い舞台で活躍されることをご祈念すると
ともに、皆さんと「ジャズの街・根室」でお会いできる日を楽しみにしております。

音楽への情熱と学ぶ姿勢に敬意を。
音楽への情熱と学ぶ姿勢に敬意を
第22期生の皆さんご卒業おめでとうございます。ご家族の皆様にも心からお慶びを申し上げま
す。また、
これまで卒業生を指導し見守ってくださった先生や関係者の皆様にもこの場をお借りして
心から厚く御礼を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の猛威は収まることを知らず、依然として私たちの生活に脅威として
存在しています。第21期と同様に、4月の開講式からスタートした札幌ジュニアジャズスクールの
第22期生の皆さんも、
「
「ワークショ
ップ」
、各地域の仲間と交流する
「ジャズの種交流会」
第22期生の皆さんも、
「定期演奏」
定期演奏会」
「ワークショ
ップ」
、各地域の仲間と交流する
「ジャズの種交流
など、
オンライン開催の多いシーズンだったとお聞きしております。
ですが、
コロナ禍の新たな学び
会」など、
オンライン開催の多いシーズンだったとお聞きしております。
ですが、
コロナ禍の新たな
北海道エネルギー
ホールディングス株式会社
代表取締役社長
北海道エネルギー株式会社
代表取締役会長

勝木 紀昭
To s h ia k i K a t s u k i

は多様性が高まり、
価値観の新たなコラボレーションがうまれ、
新しい発想や変革のきっかけになっ
学びは多様性が高まり、
価値観の新たなコラボレーションがうまれ、
新しい発想や変革のきっかけに
ていると考えております。
なっていると考えております。
わたしたち北海道エネルギーの、
音楽という名のＥＮＥ
ＲＧＹ
（大文字）
』を合言葉にスタートした
『
音楽という名のＥＮＥ
ＲＧＹ』
を合言葉にスタートした
『ミュー
『ミュージック
・スマイル・ロード
・プロジェク
ト』も13年目が終了いたしました。
ジック・スマイル・ロード・
プロジェク
ト』も13年目が終了いたしました。
12月に芸術の森アートホールでリアル開催した
『北海道エネルギー
ぬくもりコンサート』
では弊
12月に芸術の森アートホー ルでリアル開催した
『 北海道エネルギー
ぬくもりクリスマスコン
社の社歌である
「SHINE」を皆さんで演奏しくれたことに感動しています。
サート』
では弊社の社歌である
「SHINE」を皆さんで演奏してくれたことに感動しています。
こうした第22期生の皆さんの活動などを通じ、プロジェクトの目的である「音楽を通じて、地域の
方々と交流の輪を広げる」という取り組みを進めることができました。本当にありがとうございまし
た。
最後になりますが、皆さんの学びへのまっすぐなまなざしは、まさしく未来を見つめるエネルギー
です。皆さんの音楽への情熱と学ぶ姿勢に、心から敬意を表します。
この度は、
ご卒業、誠におめでとうございます。
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スクールでの経験を活かし
明るい未来へ歩みを進めてください！
札幌ジュニアジャズスクール第２２期生の皆さん、
ご卒業おめでとうございます。
今期も昨年来の新型コロナウイルスの影響により、活動が大幅に制限された1年になりました。
今期も昨年来の新型コロナウイルスの影響により、
活動が大幅に制限された1年になりました。
学校生活、私生活を含め新しい生活様式が進む中で、皆さんも様々な不安や不便を感じながら過
ごされた事と思います。スクールの活動はオンラインを中心としたものになりましたが如何だった
でしょうか？リアルで音を出し仲間と奏でる機会が少なかった事はやはり物足りなかったのではない
でしょうか？リアルで音を出し仲間と奏でる機会が少なかった事はやはり物足りなかったのではな
かと推察しますが、そのような中でも皆さんそれぞれが工夫して練習を続け、
少ない機会ではあり
いかと推察しますが、
そのような中でも皆さんそれぞれが工夫して練習を続け、
少ない機会ではあ
名鉄観光サービス株式会社
執行役員 北海道営業本部長

小栗 隆
Ta k a s h i O g u r i

ましたが演奏活動を行う事が出来て良かったと思っております。
りましたが演奏活動を行う事が出来て良かったと思っております。
この困難な状況の中での取り組みは周りの方々のサポートがあってこそであり、皆さん一人一人
の努力とともにその経験は必ずや皆さんの成長に繋がっているものと確信します。そして皆さんの
活動は、多くの人々がコロナ禍で苦しい思いをし、乗り越えようとしている中、未来に向けての明る
い希望でもあります。どうか様々な思いを力に変えて明るい未来へ歩みを進めていただきたいと願
います。
『人と人との出会い』
私ども名鉄観光サービスでは「『
人と人との出会い 』とそこから生まれる『コミュニケーション』を
大切にし、心豊かな社会の発展に貢献する」という企業理念があります。皆さんの活動は、まさに音
楽を通した出会いと交流の場の創造、そして心豊かな社会の発展につながるものであり、今後とも
皆さんを継続して応援させていただきたいと考えております。
最後になりますが、活動を支えてくださった講師の先生、スタッフの皆様、そして皆さんの成長を
温かく見守り、さまざまな形でサポートをしてくれたご家族の方への感謝の気持ちを忘れずに、次の
一歩へお進みください。これからの皆さんの更なる成長と活躍を祈念しております。
ご卒業、本当におめでとうございます。

これからも感謝の気持ちを忘れず、
仲間との絆を大切に！
札幌ジュニアジャズスクール第２２期生の皆さん、
ご卒業おめでとうございます。
本年も、一昨年から続く新型コロナウイルス感染症の影響を受け、本スクールでの活動を制限せ
ざるを得ない状況が続き、皆さんも不安な思いをされていたと思います。そのような状況の中で
も、関係の皆さまの努力により、オンラインでの交流会や動画配信によるホームワークなど様々な
工夫を行いながら、活動されてきたと思います。
昨年夏頃からは、感染対策を行いながらではあるものの、ワークショップの開催、各種イベントへ
札幌総合情報センター株式会社
代表取締役社長

可児 敏 章
To s h ia k i K a n i

の参加や複数会場をオンラインで繋ぐ新しい形のライブなど、日頃の練習の成果を発表する機会
も徐々に増え、活動報告などでも皆さんの笑顔や緊張感のある演奏風景などの写真を拝見し、非常
に喜ばしく思っていたところでありましたが、年明けからのオミクロン株の急速な感染拡大により、
今期の集大成となるファイナルライブが中止となってしまったことは非常に残念でなりません。皆
さんも大変悔しく、悲しい思いをされたことと思います。
これまでの日常とは違ったコロナ禍の中、皆さんも本スクールでの仲間と過ごす時間も限られ、
辛い思い、不安な思いもあったことと思いますが、その一方で、
この状況を共有した仲間との絆はこ
れからもっと強くなると信じています。そして、本スクールでの活動を通じて得た経験や努力してき
たことに自信をもち、本スクールでの思い出や仲間との友情、自分らしさを大切にしてください。ま
た、皆さんの成長のために、ご尽力された全ての方々への感謝の気持ちを忘れず、新しい舞台へと
進んでいただけたらと思います。皆さんの今後の更なる成長と活躍を願っております。
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大変な経験をした時こそ、その経験を
貴重な財産と捉え今後に活かしていこう！
札幌ジュニアジャズスクール第２２期生の皆さん、
ご卒業おめでとうございます。
今年も1年、新型コロナウイルスの影響により思うように活動ができず完全燃焼できたとは言え
ないかもしれませんが、大変な環境の中、運営関係者の皆様、生徒の皆様、1年間本当にお疲れさま
でした。
世界中どこを見回しても、こんなにも短期間で激変してしまうのかというほど先の見えない混沌
とした暗い環境となってしまい、
この先どうなってしまうのだろうといった悲壮感が漂うなか、今年は
有限会社 福岡燃料
代表取締役

福岡 裕一
Yu i c h i F u k u o k a

ワクチンが本格的に普及し始め、治療薬の開発も進みつつあるなど、世界中の多くの人々が1日で
も早くこの状況を打破すべく一生懸命努力・行動をしたことで、少し明るい希望も見え始めたので
はないでしょうか。そういった様々な人々の力により、スポーツ界では１年延期となったオリンピック
も制約こそありましたがなんとか開催にこぎつけ、私たちにも多くの感動を与えてくれましたし、野
球のメジャーリーグでは大谷選手が毎日ニュースで見ない日は無かったのではと言っても過言では
ないほどの活躍ぶりで多くの賞を受賞し、我々を明るい気持ちに導いてくれました。明けない夜は
ない、それをスポーツ界がしっかり示してくれたのではないかと思います。ジャンルは違いますが、
スポーツ界に負けないほど芸術や文化の世界も人々を動かす大きなパワーを持っていると思いま
す。次は皆さんの番です。一生懸命努力して演奏する姿は必ずや多くの人々に勇気と感動を与えて
くれると思います。
コロナ前の時のようにたくさん練習をし、たくさんステージに立って大きく成長した姿を披露する
というのも素晴らしいことですが、前期や今期のようにあまり練習や活動はできずステージでの演
奏も限られた回数しかできなかったというのもポジティブに考えれば今の環境でしか経験できない
貴重なことだと思います。
１回のステージの重みが違いませんでしたか？
演奏の上手い下手だけで言うのであれば確かにたくさん練習して場数も多く経験した方が良い
結果に結びつく可能性はあがると思います。
しかしそれは今の環境が落ち着けばまたいつでもでき
ると思います。今のこのやりたくてもできない特殊な環境であることによって、数少ない実践の場
面で演奏できた時に心の底からありがたさや楽しさを感じられたのではないでしょうか。そういった
想いで一生懸命演奏した音はたくさん練習した時よりも技術的には劣っていたとしても、間違いな
くいつも以上に人々の心に響く素晴らしいものになっていたと思います。
音楽の世界も心・技・体というものが大切だと思いますが、今期は「心」の部分を深く学べたので
はないでしょうか。ですからあまり活動できなかったことを残念がらず、むしろ特別な環境での経験
で貴重な財産を得たと前向きに捉えてほしいなと思います。
今後も長い人生で様々な困難や難題に直面することがあるかと思いますが、大変な時こそ前向
きに考えて動くことで必ずや道が開けると思います。是非、今期で得た財産を活かしてどんな困難
も突破する大きな人間になってくれると信じております。
この度はご卒業、誠におめでとうございます。

6

SAPPORO JUNIOR JAZZ SCHOOL 2021 OFFICIAL REPORT

皆様の生活をより良いものに
北海道の生活に欠かせない
家庭用燃料である「L P ガ ス ・ 灯 油 」。
気軽に何でも相談していただけるような
信頼関係をモットーに皆様の家庭に
安心・快適な生活をお届けします。

Clean

Energy

今、大きく変わろうとしているエネルギー問題。
様々な家庭用エネルギーが存在する中、環境に優しく、災
害時に強いLPガスが今後のエネルギー問題解決の大きな
役割を持っていると考えます。
しかしLPガスだけで全てを賄うことは非常に難しいで
しょう。
そこで私どもは、エネルギーの壁を越えて、色々なものと
組み合わせる事により、ベストミックスとなるのは何かを
常に考え行動して参ります。
それが、省エネに繋がるだけでなく、皆様の生活がより良
いものになるであろうと考えます。

有限
会社

福岡燃料

〒001-0922

札幌市北区新川2条5丁目7-5

011-761-7604

FAX. 011-764-8549

GREETING
ジャズが好きな子たちへ
今期こそはと思っていましたが、振り返ると残念ながら今期も新型コロナウイルスに振り回され
る１年になってしまいました。
８月２１日(土)から１０月３日(日)までの間の自粛期間がとても長く感じました。
再開してからの活動は、毎週土日の定期練習をはじめ、ジャズ種の仲間たちとのオンライン交流
会、芸術の森内でのミニコンサート、地下歩でのコンボライブ、中学生クラスは倶知安での交流会
等、今期も事務局の創意工夫で本来の活動に限りなく近づけてくれました。今期も事務局にはとて
も感謝しております。
再開以降の活動で印象に残っているのは、中学生クラスでは、メンバーを代表して３年生に追加
の演奏曲をリクエストしてもらったら、難易度の高い曲３曲を選んでくれたこと。
倶知安の交流会では、今期初めて芸術の森以外で演奏することもあり、みんな楽しそうに演奏し
ていたことや、昼食時間はみんなで弁当を頂きましたが、その際、
「いただきます」のコールが聞こ
えた瞬間、控室が「シーン」となって食べ始めたのを見て、＜学校の給食時間はいつもこんな感じで
たべているのだろうな〜！＞と感心しました。
小中学生共通のオンライン交流会では、ジャズ種の仲間たちと共通の課題曲｢ナウ・ザ・タイム｣を
交流し、各バンド独自の演奏スタイルがあって面白いなと思ったこと。クリスマスコンサートに向け
札幌ジュニアジャズスクール
常任講師

杉本 武志
Ta ke s h i S u g i m o t o

て、小学生メンバーが作ったオリジナルツリーがとても良かったし、小中学生共に短期間でクリスマ
ス用の楽曲を演奏できるようになったこと。地下歩でのコンボライブでは、小学生も中学生も練習
時間があまりない中、準備して本番演奏まで頑張ったことが良かったなと思った。ジャズスクールの
モットーのひとつ｢結果を求めるのではなく、各自がどう努力したかというプロセス(過程)を大切に
する｣が大事ですね。
＜音楽を奏でる人間は、人を幸せにできる＞を心の支えにして、今期もジャズスクールの活動で
得たものが、長い人生を生きる上で、いつかどこかで役立ててくれれば幸いです。今期も１年間、ご
支援ありがとうございました。

卒業生のみなさんへ
スクール生のみなさん卒業おめでとうございます。
今期も1年間お疲れ様でした。
1年間ジャズスクールで活動してみてどうでしたか？
仲間がたくさんできた人。思いきり楽器を演奏できた人。少し物足りなかった人。それぞれ色々な
人がいたと思います。
また、今期もコロナの影響により序盤から活動ができずZoomを使いながらの活動になり、早く
芸森で皆んなと一緒に音を出したいと思った人も多数いたのではないでしょうか。
外での活動が普段よりやや少なかった感はありますが、今期1年を振り返るとその分定期練習の
時間が充実していて、仲間達との結び付きもより一層深まったように思えます。
最後になりますが、杉本先生、22年間大変お疲れ様でした。先生からは本当に多くのものを学び
ました。僕の一生の財産です。
本当にありがとうございました。

札幌ジュニアジャズスクール
常任講師

中嶋 和哉
K a z u y a N a k aj i m a
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Alto Saxophone

Alto Saxophone

小川 樹愛

小川 虹色

Juna Ogawa

Nijina Ogawa

札幌市立芸術の森小学校 2年生

札幌市立芸術の森小学校 4年生

わたしが、ジャズスクー ルに入ろうと思ったきっかけは、おねえ

私はジャズスクールに入って3年目になりました。1年目と2年目

ちゃんがアルトサックスをふいていてかっこいいなぁと思ったからで

にくらべてかわったなぁと思うことは、意見を言ったり積極的にアド

す。

リブをやったりした事です。

受かった時はふけるか心配だったけどアルトサックスパートの人
たちがいろいろなことをおしえてくれました。
つぎに1年間で楽しかったのは新しくできた友だちとおにごっこ
やかくれんぼをしたことです。

今年で1番楽しかった事は、クリスマスライブです。どうしてかと
いうときょ年よりもツリーがはくりょくがあったり色がカラフルにで
きあがったからです。
今年で1番がんばった事は、音切りです。音切りは、サックスにし

コロナウイルスもあって大へんだったけど楽しかったです。

かできない役目です。1・2年目は、あまり自信がありませんでした。

23きが受かったらアドリブをうまくひきたいです。ちがうパート

けれど3年目で完ぺきにできるようにがんばりました。

の 人たちとも仲よくなりたいです。初めてルスツにも行きたいで
す。そして音切りもやってみたいです。
23き合格できるようにがんばりたいです。ほかのきょくにもチャ
レンジしてみたいです。スクールのみなさん、すぎもと先生、なかじ

22期で思い出に残った事は、他のスクールバンドの人達と交流
会をした事です。いつも練習している仲間以外のスクールの人達の
ナウズザタイムを聞けてとてもよかったです。
来 期 合 格してやりたい 事は、今 年はコロナウイルスで、最 初が

ま先生、スタッフさん、ありがとうございました。すごく楽しかったで

ズーム練習でライブが少なくなってしまったのでライブもたくさん

す。

やりたいです。そして合宿にもたくさん行きたいです。
22期生の皆さん、スタッフさん、中嶋先生、杉本先生1年間あり
がとうございました。楽しかったです。

Alto Saxophone

Alto Saxophone

澁田 奈々

高下 雫菜

Nana Shibuta

D a n a Ta k a s h i t a

札幌市立芸術の森小学校 6年生

札幌市立北の沢小学校 6年生

私は、お姉ちゃんがジャズスクールで楽しそうに演奏しているの

私は、今期ジャズスクールに入って2年目になります。去年より定

を見て、
「 私もやってみたいなぁ。」と思いジャズスクールに入りまし

期練習やコンサートが減ってしまい発表の機会が全然ありませんで

た。私が初めて参加した年は、お姉ちゃんと同じトランペットで参加

したが、メンバーと一緒に練習した時間はとても楽しくかけがえの

しました。そして次の年は、前からやってみたかったアルトサックス

ない思い出です。今期は初めてオンラインでのレッスンもありまし

で参加しました。この年はコロナウイルスが流行した年だったので、

た。いつもと違う先生から一人ひとりにアドバイスをしてもらい、成

演奏会の数は減り、合宿はできなくなり、とても楽しみにしていたこ

長 で き たと思 い ま す 。新しい 曲 に も 挑 戦しました 。そ の 中 で も

とが少なくなった年でした。今年度も楽しみにしていたことが少な

「FUNKY TOWN」が好きです。とてもノリがよく、
メンバーと一緒に

かったけれど、その中でも友達に会えたり、楽しい定期練習や演奏

私にとってジャズスクールはとっても楽しく、音楽を通じて友達も

て思うことがあります。それは、楽しい時間はあっという間に過ぎて

できる大切な場所です。今期でジュニアの活動は最後になってしま

いくということです。仲間と過ごした時間は、
とても楽しかったです。

いますが、来期はクラブで先ぱい方のように、笑顔でノリノリで演奏

そして良 い 思 い 出にもなりました。そしてもう1つあります。それ

するのが目標です。

は、私が音楽が大好きだということです。正直つらいと思ったことも

最後に、コロナで色々と大変な中活動を支えてくれた中嶋先生、

あったけれど、できることが増えたりしていくうちに仲間と演奏する

杉本先生、事務局のみなさん、スポンサーのみなさん、1年間ありが

ことが楽しいと感じたからです。

とうございました！
！メンバーのみんなおかげで楽しい1年になりまし

最後に、ジャズを楽しく教えてくれた中嶋先生、杉本先生、スタッ
フさん、楽しい思い出を作ってくれた22期の皆本当にありがとう。

12

楽しく演奏できました。

会で、とても楽しかった1年でした。私がやってきた3年間で共通し
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た。みんなおつかれさまでした！
！

SJF Junior Jazz Orchestra MEMBERS
Tenor Saxophone

Tenor Saxophone

鈴木 里桜奈

高橋 千晴

Riona Suzuki

C h i h a r u Ta k a h a s h i

札幌市立南の沢小学校 6年生

札幌市立東園小学校 6年生

今期のジャズスクールは私にとって最高学年としていろいろなこ

私がジャズスクールに入ろうと思ったのは、去年の定期演奏会や

とを学びました。まずはリーダーです。私は、ジャズスクールでリー

ファイナルライブを見て、私もみんなと演奏してみたいなと思った

ダーという大きな役割を任せてもらって嬉しいという気持ちと「私

からです。ですが、最初は不安なことがたくさんありました。わから

にできるかな？」という気持ちになり初めはとても不安でした。でも

ないことだらけで、最初の頃は仲の良い人が1人くらいしかいませ

スタッフさんや、友達がわからなところを助けてくれて不安な気持

んでした。そんな時に声をかけてくれたのは、私の唯一仲の良かっ

ちが安心へと変わりました。

た人でした。そ の 人が、
「まず、学 校 の 友 達だと思って話 せば。」と

次はライブについてです。今年も昨年と同じくライブがあまりな

言ってくれたおかげで急速にみんなと仲良くなれました。そして、

く合宿もなかったけど、それでもみんなと仲良くなれて良かったで

ジャズがさらにおもしろくなりました。私がとくに楽しかったのは、休

す。今年はコロナウイルスの関係でできないことがたくさんあり、

み時間にやっただるまさんが転んだです。半分本気、半分おふざけ

悲しかったけど、それ以上に真剣に取り組むことができました。

ですごくおもしろかったです。朝、集合時より少し早く来て事務局の

そして昨年の私の目標は「MCをする」でした。5年生の時は実行
出来ませんでしたが、6年生になって叶って良かったです。
私はこの1年で仲間と協力することと、できなかったことができる
喜びを感じました。スタッフさん、スポンサーさんそして中嶋先生、

人と話すのも、友達と話したりするのも、すごく楽しい思い出で、毎
週の土曜日、日曜日がまちどおしくなりました。
この1年で私は、すごく変われた気がします。ジャズスクールのみ
んな、楽しい1年をありがとうございます。

杉本先生、お母さんお父さん、1年間ありがとうございました！

Trombone

Trombone

佐々木 凜

柴山 朋花

Rin Sasaki

To m o k a S h i b a y a m a

江別市立上江別小学校 5年生

札幌市立東園小学校

6年生

私は、初めて新しい楽器（トロンボーン）にチャレンジしました。最

私は、今期初めてジャズスクールに入りました。入ろうと思った理

初は、ふけるようになるか不安でしたが、同じパートの仲間に教えて

由は、もともと習っていたピアノ以外の楽器にもふれてみたかった

もらいながら、少しずつふけるようになっていき演奏するのが楽しく

からです。最初はとても緊張していて、スクール生のみんなと友達

なりました。

になれるか不安でしたが、休み時間にみんなが話しかけてきてくれ

新型コロナウイルスのえいきょうでジャズスクールが休講中、
リ

て、すぐに仲良くなれました。コロナウイルスの影響で、最初の方は

モートで同じパートの仲間とは、コミュニケーションがとれたけれど、

Zoomを使っての練習となり、スクール生全員とは会えませんでし

他のパートの仲間とのつながりが少なく、さみしかったです。

たが、芸術の森でみんなと合奏したとき、
とてもうれしかったです。

直接、みんなと集まってできるようになり、演奏した時には、なか
なか1つにまとまらなかったけれど、
うれしい気持ちになりました。
スクールのスタッフの方々は、休講中には、
リモートで交流ができ

今期1番心に残ったことはジャズの種プロジェクトです。札幌以外
のジャズスクールの演奏は、私の知らなかった曲ばかりで、
とても楽
しい 曲だったので、吹 いてみたいと思 いました。練 習や 演 奏 会も

るようにしてくれたり、スクールが再開されると、きょりをとって活動

減ってしまった1年だったけれど、スクー ルの仲間たちと演奏でき

できるような工夫が、消毒などをしてくれて、ありがとうございまし

て、本当に良かったと思います。もとから好きだった音楽が、ジャズ

た。安心して活動ができました。

スクールに入ってもっと好きになりました。このような貴重な体験が

中嶋先生、杉本先生、やさしく楽しい指導していただきありがとう

できるようになったのも、活動を支えてくださっていたスポンサー

ございました。スポンサーさんの応援は、心強かったです。ありがと

の皆様、スタッフの皆様、中嶋先生、杉本先生、送迎をしてくれた家

うございました。

族のおかげです。本当にありがとうございました。スクールのみん

メンバーのみんなありがとう。

な、1年間ありがとう。
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Trombone

Trombone

谷口 諒佳

辻谷 寛大

R y o k a Ta n i g u c h i

K a n t a Ts u j i y a

札幌市立西岡南小学校 6年生

札幌市立新琴似緑小学校 6年生

わたしは今期のジャズスクールにはいって楽しい思い出がたくさ
んできました。去年とくらべると練習期間が少なくみんなとの交流

「ジャズは黒人が苦しみから解放された喜びから生まれた音楽。
ジャズは楽しんで演奏しよう。」と先生が熱心に教えてくれました。1

もあまりなかったですが、みんなと演そうしている時間がとても楽し

年目の時の僕は、自分の演奏で精一杯でした。2年目の今期はバン

い思い出でした。定期演奏会や、サッポロ・サウンド・スクエアなどみ

ドリーダーを務め、始めの頃は、練習回数が減ってしまったコロナ禍

んなといっしょに練習して演奏をお客さんに聞いてもらって、よろこ

であっても、皆の仲が深まる雰囲気作りを模索していました。実際

んでもらっているのを見ているとみんなとがんばってよかったなと

活動が再開すると、失われた時間を取り戻そうと焦る僕の気持ちを

思えることが、今まで実感がなかったことが実感できたり、いろんな

よそに、気付けば皆のスクールへの期待感が伝わってきて、今年も

ことが体験できてうれしかったです。そして、いろんな人とも仲良く

「さぁやるぞ！」という空気に包まれていきました。そこから生まれる

できて、きゅうけいの時間の時に話したりなど、楽しい思い出がたく

音 楽は皆 のやる気や思 いやりも感じられ、音 楽は楽しさの 伝 播だ

さんできて、
うれしかったです。ジャズ種は、今年はコロナでオンラ

なぁと思いました。周りの楽しさを受け取り、自分が楽しめば周りに

インで演奏して、去年とはちがったけれど、またちがうおもしろさが

も伝わる。自分の音だけではなく、皆の音がちゃんと聴こえて、全体

あって、楽しい思い出の1つです。事務局のみなさん、教えてくだ

のノリや聴衆の空気まで感じられる、これが演奏を楽しむということ

さった先生がた、そして、1年間いっしょに演奏してくれた仲間、本当

だと教わったような気がします。

にありがとうございました。

バンド全体を見渡して、仲間と音楽ができる喜びを共有しながら、
充実した時間を過ごせた1年でした。仲間と、ぼくたちの活動を支え
てくださった全ての方に感謝します。かけがえのない日々をありが
とうございました！

Trumpet

Trumpet

奥山 菜々

佐藤 日彩

Nana Okuyama

Hiiro Sato

江別市立文京台小学校 2年生

札幌市立新札幌わかば小学校 6年生

わたしがもう1どジャズスクールをやろうと思ったりゆうは、1年

私がジャズスク―ルに入ったのは、昨年のファイナルライブを観

の時はあんまり友だちがいなかったから、もっと友だちができたら

て、みんながカッコ良く演奏していて、私もみんなのように、カッコ

いいなと思ったからもう1どジャズスクールへいきたいと思いまし

良く演奏できるようになりたいと思ったからです。

た。今年が、コロナウイルスのえいきょうでオンラインになったけ

ジャズスク―ルに入ったばかりの時は、あまり、上手に話せません

ど、
と中から、ジャズスクールがはじまりました。みんなにあえてがっ

でした。だから、みんなが、話しかけてくれたり、一緒に遊んでくれた

きをえんそうできてうれしかったです。

時は、本当に嬉しかったです。

今年のがんばったところは、アドリブを自分で考えれるようになっ
たところです。前よりは、
じょうずになったと思います。ジャズスクー
ルのみんなは、とてもやさしくてわたしがこまっていると、みんなた

サウンドスクエアでは、MCを務めることができました。ちょっと、

すけてくれます。たすけてくれるとうれしい気もちになります。わた

反省点もあったけれど、MCをできて、貴重な経験になったと思いま

しが先ぱいになったらあたらしく入ってきた子にやさしくおせわでき

す。

るようになりたいです。

14

初めてのライブのノースジャムセッションでは、ミスしてしまうこ
となどもあったけど、楽しく演奏できたと思います。

コロナの中で少し、活動が減ってしまったけれど、みんなのカッコ

さいごにおせわになった先生方じむきょくのみなさんスポンサー

良い演奏に近づけたと思います。1年間みんなと楽しく活動ができ

のみなさん本当にありがとうございました。またらい年もがんばり

て、嬉しかったです。スクールのみんな、1年間、ありがとうございま

たいです。みんな楽しかったよありがとう！

した。
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SJF Junior Jazz Orchestra MEMBERS
Trumpet

Trumpet

髙橋 ももか

辻谷 みらい

M o m o k a Ta k a h a s h i

M i r a i Ts u j i y a

札幌市立真駒内桜山小学校 4年生

札幌市立新琴似緑小学校 4年生

私がジャズスクールに入ろうと思ったのは、おにいちゃんやおねえ

私は、昨年先にスクールに入った兄やみんなの練習風景をいつも

ちゃんが楽しそうにえんそうしているのをみて、わたしもやってみた

見に来ていて、みんながとても楽しそうでかっこいい演奏をしてい

いと思ったからです。

るところに私も早く参加したいと思っていました。夢がかなって入る

オーディションで自分の番が来たときは、少しきんちょうしたけれ
ど、練習よりは上手にえんそうできたので良かったです。

ことができたジャズスクー ルは、本 当に楽しくて、あっという間 の
日々でした。初めてのライブのノースジャムセッションではコロナ禍

初めの方はズームなどでしかみんなとれんしゅうできなかったけ

で練習時間が少ない中で本番をむかえたので、私は緊張と暑さで

れど、7月からは芸術の森に集まって練習できるようになり、
ノース

ステージ上で具合が悪くなってしまいました。その時にメンバーた

ジャムセッションや仮そうをして参加したハロウィンミニライブなど

ちが、やさしい言葉をかけてくれたり、心配してくれたことがとても

のライブをすることができてうれしかったし、
とても楽しかったです。

心に残っています。メンバーとは練習でもなんでも質問しあったり、

ジャズスクールに参加して、友達がたくさんできて、休み時間など
にみんなと遊んだり話したりできたことが楽しかったです。
杉本先生、中嶋先生、事務局のみなさん、スポンサーのみなさん、

お互いにアドバイスをしたり励まし合ったり、休み時間には一緒に遊
んだり、おしゃべりをしたり、どんどん仲良くなれました。クリスマス
ライブのために、メンバー全員でクリスマスツリーを作ったときに

1年間ありがとうございました。またいろいろなけいけんをしたいの

は、音楽と同じようにみんなでひとつの物を作り上げる喜びを感じ

で、たくさん練習して23期も参加したいです。

ました。学校以外の場所で、いろんな学年のたくさんの気の合う仲
間ができ、活動できることが、本当にうれしい1年でした。これからも
大好きなジャズスクールを楽しみながら、練習を頑張ってかっこい
い演奏を目指したいです。

Trumpet

Piano

伝法谷 篤人

高橋 秀羽

Atsuto Denpoya

S h u Ta k a h a s h i

札幌市立簾舞小学校 6年生

札幌市立清田緑小学校 4年生

ぼくは6年生として、パートやみんな引っ張っていくことを目標と

僕は今年入って3年目です。僕は、去年卒業したさやさんがいな

していました。自分もやってもらっていたように、みんなでジャズス

いと曲が弾けないんじゃないかと最初は焦りました。でも新しく入っ

クールを楽しめるように心がけました。

たあおいさんと色々な話をして、そのうち焦らなくなりました。練習

今年も休講の期間があったけど、休講中にZoomでみんなの顔

に励むと難しい曲が一気に簡単に思えました。僕は難しい曲が弾け

が見れたときはうれしかったです。そして、やっと練習が再開できた

るようになって相当嬉しかったです。今期はコロナウイルスの関係

ときは、みんなと一緒に演奏するのはやっぱり楽しいと思いました。

で合宿ができず、ライブもあまりできませんでした。だからこそ１つ

今期の活動で心に残っていることは、ジャズの種交流会と定期演

1つのライブを大切にし、たくさん楽しみました。コロナウイルスの

奏会です。
他の地域に住んでいる仲間たちとなかなか集まれない中でもオ
ンライン交流ができて、楽しかったです。
定期演奏会では、久しぶりの大きいライブだったので最初は落ち

関係で活動量が減ってしまったので、ライブは大変だったけど、沢山
練習したおかげでミスはそんなにしませんでした。ですがミスをす
ることもありました。でも落ち込まず、次に繋げていけたと思いま
す。僕が一番思い出に残っているのは、
クリスマスライブです。皆が

着かなかったけど、だんだん雰囲気に慣れて楽しく演奏することが

持ってきた材料で色々な物を作り、それをツリーで飾りました。そし

できました。

てライブではお客さんが来ていて、
とても緊張しましたが、笑って演

活動を支援してくれているスポンサー様、休講中も色々工夫して
くれた事務局の方々、中嶋先生、杉本先生、スクールのみなさん、1
年間ありがとうございました。

奏し、ライブは成功しました。
最後に、ジャズスクールを支えてくださったスポンサーの皆様、中
嶋先生、杉本先生、そして、ジャズスクールの皆1年間本当にありが
とうございました。
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Piano

Guitar

廣瀬 葵衣

大原 丈弘

Aoi Hirose

Ta k e h i r o O h a r a

札幌市立西岡南小学校 6年生

札幌市立伏見小学校 4年生

私がジャズスクールに入ろうと思ったきっかけは、いっしょに登下
校をしている友 達にさそわれ、チラシとかをみて、すごく楽しそう
だったからです。

ぼくは、今年でジャズスクールに入ってから3年目でした。今年も、
コロナで合宿へ行けなかったり、ライブの数も少なくなりました。
それでも、オンラインレッスンをしたり、北 海 道ジャズの 種プロ

最初のほうでまだ、ほとんどの曲をひけなかったときに、ピアノ

ジェクト・オンライン交流会など、さまざまな新しいこともできまし

パートのもう1人の人が休んでしまって、すごくきんちょうしたり、不

た。何より、この 状 況 の 中でも、み んなと演 奏できたことがうれし

安だったりしましたが、なんとかのりきれて、1度絶望してしまったけ

かったです。

ど、また、たちなおれるようになったのが、すごく心に残っています。

ジュニアジャズでぼくが好きなことの一つに、練習や演奏に使わ

他にも、ジャズスクールに入っていろいろな小物楽器にふれられる

せてもらっている芸術の森の環境の良さがあります。休み時間に木

ことができました。知っている楽器もあったけど、知らない楽器のほ

の間を飛び回るリスを見つけたり、みんなで芝生の上で鬼ごっこを

うが多くてたくさんの楽器を体験できて楽しかったです。

したり、自然がたくさんあるのがとても気に入っています。コロナに

私が1番の思い出は、クリスマスコンサートです。理由は、自分が
いままで、ひいたことのない曲にチャレンジしてみたからです。初め
はなにもひけませんでしたが、1日ずつしっかり練習して、本番はか

気をつけながらも、そういう時間を過ごすことができて楽しかったで
す。
今年は、去年と同じく普段とはちがう年でしたが、来年こそコロナ

んぺきでした。短い間でも、いろいろなことにちょうせんできてすご

もおさまって、合宿やライブなどさまざまなところで演奏できること

く楽しかったです。

を願っています。

ありがとうございました。

最後に、ジュニアジャズのみんな、スタッフの皆さん、本当にあり
がとうございました！

Guitar

Bass

西田 葵

西田 音々

Aoi Nishida

Nene Nishida

札幌市立菊水小学校 3年生

札幌市立菊水小学校 5年生

わたしは、今年でジャズスクールは2年目でした。今年もコロナウ
イルスで活動が少なかったけど、思い出がたくさんあります。
1番がんばった事は、ハロウィンミニライブではじめてMCをした
事です。少しどきどきしたけど、はっきり言えてよかったです。

私がジャズスクールに入ったのは今年で2年目でした。今年は昨
年とは、まったく違う気がしました。今年は、ジャズスクールがよく分
かっていたので、昨年より、少し楽しく感じました。私がジャズスクー
ルで、楽しかった事の1つ目は、ライブです。定期演奏会はセットも

1番たのしかったのは、ジャズスクールの休けい時間にみんなで

すごくて、とても緊張したけど、楽しく演奏できて良かったです。今

大きな雪だるまを作ったことです。みんなで写真もたくさんとりまし

年は昨年より楽しく、ていねいに弾くことができました。2つ目は、オ

た。

ンライン交流です。家でオンライン活動は、最初はあまりよく分かっ

みんなでえんそうした事も楽しかったです。とくに好きな曲は、マ

ていなかったけど、回数を重ねるとだんだんなれていき、こうゆう活

シュケナダです。理由は、もり上がりそうな曲なのでギターをひいて

動も楽しいなと思いました。でも、実際に会って遊んだり、音を合わ

いて自分でも楽しいからです。

せるのはもっと楽しくて、私は毎週の活動がとても楽しみでした。3

今年ジャズスクールに入れて、あたらしい友達もたくさんできて、
みんなとたくさんえんそうしたり、遊んだりできました。楽しい一年
になりました。
中嶋先生、杉本先生、スタッフのみな様、スポンサーのみな様、一
年間本当にありがとうございました。

つ目は、ツリークラフトです。クリスマスライブで使う、ツリーをみん
なで作りました。葉っぱ作りから、飾りづけなど全部楽しくてとても
いい思い出になったし、一緒に作ったメンバーとの仲も深まった気
がしました。
私は今 年 、自分でもベ ースで成 長できたと思 いました。中 嶋 先
生、杉本先生、スタッフのみなさん、スポンサーのみなさま、スクー
ルのみんな1年間ありがとうございました。
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SJF Junior Jazz Orchestra MEMBERS
Drums

Drums

瀬戸 暖生

本間 清鷹

Haruki Seto

Kiyotaka Honma

札幌市立平岡中央小学校 4年生

札幌市立北白石小学校 4年生

僕は、ジャズスクールに入って4年目です。どうしてジャズスクー

ぼくは、1年生から3年生の間、砂川キッズジャズスクールでドラ

ルに入ろうと思ったのかというと、新聞に『 19期生募集！』と書いて

ムを担当させてもらっていました。合宿やイベントで、SJFと一緒に

あるのを見て、やってみたいと思ったからです。オーディションは毎

演奏した時、とても上手でかっこよくて楽しそうだったので、4月に

年緊張というより楽しんで受けています。今期は、新型コロナウイ

なって札幌に転校したら必ず入りたい、
ドラムもジャズも続けたいと

ルスの影響でなかなか皆と活動をする事が出来ない時期もありま

思って、オーディションを受けました。

したが、スタッフさんや先生がいろいろと考えてくれてオンラインで
顔を合わせることが出来、嬉しかったです。

SJFに入って楽しかった事は、
クリスマスコンサートなどでドラム
を上手にたたけた事と、沢山リズムにのれた事です。クリスマスツ

活動の中で一番思い出に残っているのは、ハロウィンコンサート

リー作りでは、自分が持って来た材料で飾りを作った事。休み時間に

です。皆、色々な仮装をしていました。僕は、ゴリラのお面を被って

みんなと鬼ごっこや虫とりをしたり、雪合戦をして、凄く楽しかったで

演奏しました。お客さんの前での演奏は、やっぱりとても楽しかった

す。そんなSJFの仲間がぼくは大好きです。ぼくのことをはげまし

です。

てくれたり、わからないことを教えてくれて、ぼくは不安がなくなり

最後に、芸術の森の皆さん、コンサートで関わった皆さん、事務局

ました。すてきな仲間にであえてとても嬉しいです。コロナでライヴ

スタッフの皆さん、先生方、サックス隊、
トロンボーン隊、
トランペット

は、少なかったけど、お客さんが笑顔で聴いてくれたことが凄く嬉し

隊、そしてリズム隊、皆さんと過ごしたジャズスクールでの経験は僕

かったです。ぼくは音楽のパワーで世界中の人々を笑顔にしたいで

にとってかけがえのない宝物です！有難う御座いました！

す。1年間ありがとうございました。

Percussion

白木 朝
Ashita Shiraki

札幌市立藻岩北小学校 2年生

ジャズスクールに入って2年目になります。ほんとうはトランペッ
トがふきたかったけど、まえの「は」が生えかわっているとちゅうなの
でふくことができません。だから今年は1年かん、パーカッションで
がんばることにしました。
今年はコンガだけじゃなく、ボンゴやパンデイロもつかって、曲の
ジャンルやテンポに合わせて楽器をかえてみました。とくにラテン
の曲はノリノリでたたくことで、曲が明るくなって楽しかったです。そ
していろいろなジャズやスカをきくことがふえたので、楽しいジャズ
スクールをすごすことができました。
これからは「は」もちゃんと生えてきて、
トランペットの音も出るよ
うになったので、
トランペットとパーカッションをもっと上手にえんそ
うできるようになります。それと、作曲やアレンジもやりたいと思い
ます。
教えてくれたなかじま先生、すぎもと先生、
じむきょくのスタッフ
のみなさん、ありがとうございました。そしてジャズスクールのみん
なもありがとう。またいっしょにえんそうしようね。
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Alto Saxophone

Alto Saxophone

梅宮 菜月

松村 心優

Natsuki Umemiya

Miyu Matsumura

札幌市立西野中学校 2年生

札幌市立東月寒中学校 2年生

「ジャズスクールに入ってよかった」と今までで1番感じる1年でし
た。私は2年前に小学生クラスを卒業した後、もうスクールに入るこ

作文を書く時期になると、今期はどんな一年だったかなと振り返
る。今期も瞬く間に一年が終わった。今期は2ndをやらせて貰った。

とは無いと思っていました。しかし21期のファイナルライブを見に

2ndは周りの音をよく聞き、1stに合わせることが大事だ。一つにま

行った時、急に寂しく感じました。そして、
「受けたいなら受けなよ、

とまって、綺麗なハーモニーを作りたかった。しかし、それは簡単な

もったいないよ」と言ってくれた人がいました。そこでスクールに入

ことではなかった。どうしたら改善できるかを考えることを怠らず、

りたい気持ちが自分にあることに気づき、締め切り直前にオーディ

一年を終えられたからこそ自分自身が成長し、上を目指すことがで

ションに申し込みました。ジャズスクールは私にとって最大の楽しみ

きたと思う。新型コロナウイルスの影響で、LIVEは手で数えられる

です。中学生になり、音楽について学ぶにつれて音楽の楽しさもわ

ほどしかなく、たくさんの人に私たちの音楽を届けることができな

かってくるようになりました。それに加えて仲間と話すことやステー

かったことが悔しかった。だが、その分普段の何気ない定期練習が

ジでの体験こそ楽しみそのものでした。

楽しく、かけがえの無いものとなった。練習時間は限られていたが、

今期は新たな取り組みが多々あったと思います。イベントや練習

一人一人が試行錯誤し今できることを一生懸命に取り組んできた

の中止が続く中でZoomでの練習などを企画してくださった事務

から、今期のジャズスクールは成り立ち、意味のあるものになったと

局の皆さんには本当に感謝しています。それにより、こんな時代だ

思う。

からこそたくさんの人を笑顔にしたいと思い、前向きに練習に取り

先生方、スタッフさん、スポンサーさん、保護者、演奏を聞いてく

組むことができました。今、皆と集まることができている幸せを忘れ

ださった方。私たちの活動に携わってくれた全ての人に感謝の気持

ずに1日1日を大切にしていきたいと思います。1年間支えてくだ

ちを届けたい。本当にありがとうございました。

さった皆さん本当にありがとうございました。

Alto Saxophone

Alto Saxophone

山口 蓮

山本 夕夏

R e n Ya m a g u c h i

Yu k a Ya m a m o t o

札幌市立中の島中学校 3年生

札幌市立あいの里東中学校 2年生

今期もあっという間に過ぎ、定期練習やライブが残りわずかだと
思うと、寂しくなります。この作文を書くことも、最後となりました。
今期、僕は3年生としてClubに入り、引っ張られる側から引っ張る

今期私はクラブの一員として何かを残せたのだろうか。小学1年
生のときに見たクラブの演奏。私も一緒に演奏したい。そう思い、参
加して7年。誰かの憧れになれたのだろうか。1人でも多くの人の心

側になりました。前期までは、ただ先輩についていくだけでしたが、

に届くような演奏をできたのだろうか。答えはわからない。でも、他

今期は自分で「これはどんな曲なのか」
「どんな風に吹いたら良いか」

では経験できないことをたくさんさせてもらった。ルスツ合宿から

などを考えなくてはなりませんでした。また、それを言語化し、サッ

はじまり、病院でのライブ、国際ユースジャズキャンプやクリスマス

クス隊のメンバーに伝える必要がありました。最初は、どう伝えたら

コンサート。今期は例年通りに活動が進まず、不安もあった。だけど

良いかわからず、悩んだりもしましたが、前期の練習を思い出して、

その分、みんなが集まって演奏できたときの喜びは大きかった。い

先輩の真似をするところから始めてみました。そうすると、僕の中の

つでも活動のことを考え、ライブなどを企画してくださったスタッフ

イメージがだんだん伝わるようになり、演奏に色がついていったよ

さん、短い練習時間でたくさん指導してくださった杉本先生、中嶋

うに感じました。

先生。毎週送り迎えしてくれたお母さん。そして今まで一緒に活動し

僕は、ジャズスクールで得た経験はどんな場所でも生きると思い

たみんな。たくさんの人に支えられてここまでくることができたと思

ます。そして、3年間僕を支えて、この貴重な経験をさせてくれた皆

う。かけがえない、忘れられない時間を手に入れることができて幸

さん、本当にありがとうございました。

せです。たくさんの人で創り上げたジャズスクールの音楽。これから
もたくさんの人の心に届きますように。7年間ありがとうございまし
た。
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Club SJF MEMBERS
Tenor Saxophone

Trombone

北原 桜樹

奥山 夏帆

Miki Kitahara

Kaho Okuyama

江別市立大麻東中学校 2年生

北星学園女子中学高等学校 1年生

合格通知が来て、喜びが来た。
「また幸せな時間が過ごせる」と。
遅れて1つの情報が来た。
「テナーは私1人」と。
「もしかしたら」と前

私は今回で3回目の参加となります。中学生クラスに入るのが初
めてだった事もあり、とても緊張していました。中学校になったら小

から考えてはいたが、まさか現実になるとは。私にとっては大きな驚

学生の時より楽譜がすごく難しくなると聞いていたのでなおさらで

きが来た。そして、22期の活動がスタートした。

す。けれどいざ入ってみると、みんなとても話しかけやすくて、とて

今、22期を振り返り感じたことは「頑張った」ということ。21期と
比べると特にそう感じる。私が頑張れたのはきっと自分の立場の影

も安心できました。楽譜で、良く分からない所があったりした時など
は誰かに聞いたらすぐに答えてくれたので、すごく心強かったです。

響だ。21期では３年生がいた。頼れる人達が。私は3年生がいるの

今年は新型コロナウイルスの影響で、練習する期間が何ヶ月か短く

をいいことに、どこか楽をしていた。
「3年生がいるから大丈夫」と。

なってしまいました。練習する期間が短くなってしまった分、みんな

22期になると今まで頼ってきた人達がいない。
「自分が頑張るしか

と練習をする時間は減ってしまったけれど、その分みんなと会って

ないんだ」と感じるようになった。今考えると、
この経験は私にとって

練習する時間がすごく大切で楽しい時間となりました。私はジャズ

とても必要で、大切なことだった。大変な時もあったが、その分楽し

スクールに入って、挨拶や自ら手伝ったりする事がとても大事な事

く良いものだった。

だと思いました。去年はこのような事ができなかったので、今年は実

今期もコロナ禍の中で色々制限がありましたが、幸せな時間を過

生活でもできるようにしていきたいです。もし私が今年オーディショ

ごすことができました。応援してくださったスポンサーの方々、杉本

ンに受かったら、まず自分がすべての曲をできる様にして、教えてあ

先生、中嶋先生、スタッフの皆さん1年間ありがとうございました。

げられる立場になりたいと思いました。

そして、一緒に活動してきたメンバーのみんな、幸せな時間をあり
がとうございました。

最後に事務局の皆さん、先生方、スポンサーの皆さん、メンバー
のみんな、本当にありがとうございました。

Trombone

Trombone

佐伯 春太

髙橋 まりな

Shunta Saeki

M a r i n a Ta k a h a s h i

札幌市立南が丘中学校 1年生

札幌市立真駒内中学校 3年生

ジャズスクールに入って四年目になるのかと思い出に浸りながら

私は今年度のオーディションを受けるか悩んでいました。受験勉

何を書こうかと考えても、何を書くか決まらない。もう一枚作文が欲

強と両立して、
どっちも頑張ることができるのか。不安な気持ちがあ

しい。こういう時は、始めから書こう。

りました。でも、オーディションを受け、合格したという紙が家に届い

家に届いた一枚の封筒の中にあった「合格」と書かれた紙。新しい

て、電話でリーダーをやりませんかと言われ、すごくびっくりしまし

仲間と顔をあわせた開講式。Clubということで不安もあったが練習

た。せっかくだからやってみようと思いました。すると、開講式でス

が始まった。と思えば停止し、そして再開。大変な一年間だったが、思

ピーチをすることになりました。改めて、責任をもってやろうと思い

い出に残っているものもある。その中の1つがともだちコンサート

ました。

だ。今年はオンラインでの開催となってしまったが、他のジャズス

それからの定期練習では、前に出て話すことがたくさんあり、最

クールも自分たちもみんなで同じJAZZをひいているという実感が

初の方は大変でしたが、慣れると少し自信が持てるようになりまし

あった。もう1つは札幌サウンドスクエアだ。今回、二つのグループに

た。パートの中での楽譜は、低い音を使う4番から2番に移動しまし

分かれて、それぞれ三曲ずつ演奏した。練習ではそろわない部分も

た。他の人たちと同じリズムやフレーズを吹くことが多くなり、音を

いくつかあったが、だんだんグループの一体感が感じられるように

聞くことの大切さを感じました。最初は大変でしたが、慣れると自信

なった。久しぶりに芸森以外の場所でのライブは、
とても楽しかった。

がつく。本当にそう感じることが多かったですが、その中でも、努力

最 後に、中 嶋 先 生 、杉 本 先 生 、スタッフの 皆さん 、そしてスポン
サーの方々、一年間お疲れ様でした。そしてありがとうございまし
た。そして二度と同じにはならない22期Club生のみんな、一年間
本当にありがとう。

しないと前に進めないことがほとんどだったので、大変でしたが、そ
の反面自分の成長を少しずつ感じて、嬉しかったです。
最後に、ジャズスクールで、貴重な経験ができてよかったです。関
わった全ての方々に、本当にありがとうございました。

SAPPORO JUNIOR JAZZ SCHOOL 2021 OFFICIAL REPORT

19

Trombone

Trombone

橋本 梨愛

平塚 萌乃実

Ria Hashimoto

Honomi Hiratsuka

北広島市立東部中学校 3年生

札幌市立八条中学校 1年生

私は6年間のジャズスクールで沢山のことを学び、経験すること

私はジャズスクールに入って今期で7年目になります。今までは

ができました。兄の影響で何となく入ったジャズスクールが6年間も

小学生クラスとして参加させて頂きました。ですが、今年中学生クラ

続くと思っていませんでした。小学生の時は、合宿や遠征がただ楽

スに参加させて頂き小学生クラスとは違う部分がありました。それ

しいという思いで続けてきましたが、clubに入って3年、定期練習が

は、
「 基礎練習」と「パート練習」の時間です。基礎練習は小学生クラ

楽しく感じるようになりました。それは強弱など、記号を意識したか

スの時もあったのですが内容はまったく違いました。感染症対策の

らだと思います。また、成長した部分もあります。私は人前で話すの

ため走ったり歌ったりなどはできませんでしたが、自分の苦手な練

は苦手だったのですが、少し克服することができました。他にも、自

習なども分かり、
とても勉強になりました。パート練習の最初の頃は

分からあいさつできるようになりました。また、定期練習やライブな

よく分からない部分などもありましたが、優しく教えてくれる先輩方

どで学んだことは、日常生活や学校生活に役に立つことばかりでし

のおかげで、色々な事を知ることができました。一人ひとりのメロ

た。

ディが重なった時、とても嬉しかったです。これからもこの楽しさを

この6年間、ジャズスクールで経験したことは一生忘れません。活
動に携わっていただいたスポンサーの皆様、保護者の皆様、カメラ

忘れずに頑張っていきたいと思います。
今年はコロナの影響であまり活動ができない中、ジャズの種プロ

マンさん、バスの運転手さん、中嶋先生、杉本先生、事務局の皆様、

ジェクトで他のバンドの演奏を聞けたことは刺激になりました。この

その他、活動を支えてくださったすべての皆様本当にありがとうご

ような貴重な経験をさせてくださった先生方、スタッフの皆さん、家

ざいました。ジュニアのみんな、クラブのみんな、本当にありがとう

族のみんな、スポンサーの皆さま本当にありがとうございました。

ございました！

Trumpet

Trumpet

石井 琢磨

大平 瑞稀

Ta k u m a I s h i i

Mizuki Ohira

札幌市立藤野中学校 1年生

札幌市立中の島中学校 3年生

今 期ジャズスクー ルに入った理 由は、前 期 入っていてそ の 時は
ジュニアクラスで今期はクラブだったので、
クラブを体験してみたい

私は、3年間ジャズスクールで人生で大切な事を学び経験するこ
とができました。1年1年すごく楽しくてあっという間でした。

し、もっとトランペットがうまくなりたかったので、今 期もジャズス

今年は、最高学年として、TPのパートリーダーとして自分に何が

クールに入りました。今期のジャズスクールは、前期と同じように新

できるか深く考えた年でした。上手くいかない時もたくさんありま

型コロナウイルスの影響で、例年と同じような練習ができなかった

した。失敗することも、悩むことも。でも、スクールのみんなに会っ

けど、前期よりは緩和されたので良かったです。

て、一緒に演奏したり遊んだりするだけで、そんな暗い気持ちはな

今期1番楽しかったことは、倶知安町のライブです。理由は、いつ

くなりました。今年も、新型コロナウイルスの影響で、合宿や交流、

も札幌市内でライブをしていたけど、久しぶりにほかの地域にライ

演奏会など、例年通りにはならなかったです。そんな中でも、消毒や

ブに行けたからです。その演奏会で1番楽しかったことは、ほかの

ソーシャルディスタンス、ワークショップの開催など、私たちのため

ジャズスクールと一緒に演奏できたことです。

に行動してくださったことすごく感謝しています。仲間と1つの音楽

今期1番進歩したことは、基礎です。理由は、演奏を始める前に基
礎練習をするので、基礎が進歩しました。

を作り上げる楽しさ。ジャズで、人とつながる喜び。挨拶。礼儀。そし
て思い出。かけがえのないものを手にすることができました。たくさ

最後に今期初めてクラブに入れてよかったです。講師の中嶋先

んのことを教えてくださった杉本先生、中嶋先生。私たちのために

生、杉本先生、スタッフの皆さん、そしてスポンサーの皆様、今期も

動いてくださった事務局の皆さん。応援してくださるスポンサーの

僕たちの活動を支えてくださりありがとうございました。

皆さん。いつも1番そばで支えてくれた家族。本当にありがとうござ
いました。そして、一緒に活動してくれたスクールのみんな、ありが
とう。
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Club SJF MEMBERS
Trumpet

Trumpet

水落 宏太

パウエル コートニー

Kota Mizuochi

C o u r t n e y P o w e l l J r.

札幌市立稲陵中学校 2年生

札幌市立向陵中学校 1年生

私は、今期のジャズスクールを通して、色々なことを感じました。

私がこの第22期札幌ジュニアジャズスクールに参加しようと思っ

今期のジャズスクールでは、昨年と同じくあまりコンサートをするこ

た理由の1つを紹介します。それは、昨年、私が小学校6年生の時、

とはできませんでした。ですが今年は昨年よりかは多くコンサート

私は初めて札幌ジュニアジャズスクールに参加すると同時にトラン

ができました。例えば最近 あったサウンドスクエアでは、人数が減

ペットを始めました。そのときの私は、最高学年でありながら誰より

り、とても不安でしたが、がんばって曲がアドリブを練習してなんと

も実力が劣っている劣等感に加え、家から芸術の森までの1時間を

かやりとげることができて、ジャズスクールは楽器を吹くことがうま

自家用車ではなく、地下鉄道とバスで移動することにうんざりして

くなれるし、達成感がとても感じられる場だとあらためて思いまし

いた。だが1ヶ月程通っているうちに「嫌だ」と思う気持ちがなくなっ

た。

た。理由は、今までできていなかったロングトーンやタンギングがで

あとは、今年は他の年とは違ったこともありました。たとえば、
リ

きるようになっていたからだ。このことから私は、自分は確実に成長

モートのレッスンはいつもと違って少しきんちょうしてしまったけど、

していることがわかった。それからの私は、前よりも家で練習するこ

とてもおもしろい体験でした。

とが増えた。定期練習後や、定期演奏会の後でも練習をするように

日常的には、ジャズスクールでは友達がたくさんできて、
とても楽
しく過ごすことがでっきました。
最後に、ジャズスクールの活動を通して、感じたことをまとめると、
達成感が楽しく過ごすことができました。

なるほどトランペットが好きになっていた。そして中学生になったら
どんな成長があるのかを楽しみに今のジャズスクールに参加した。
そしてこの1年の成長は、自分の演奏に少し自信がもてたことで、演
奏中のトランペットを自分と垂直になるぐらいまで上げられるように
なったことだ。また、来年も新たな成長を求めて参加したいと思う。

Trumpet

久嶋 花野
Kano Hisajima

札幌市立明園中学校 3年生

1年が終わるのも早いものでもうそろそろファイナルライブが近
づいてきた。あっという間だったと思う。
今期はジャズスクールに入れる最後の年ということもあり色々な
ことに挑戦しようと思った。今期もコロナウイルスの影響で活動時
間が短く、その中でもサウンドスクエアのMCをやったりアドリブを
積極的にやったりした。全てはやりきれなかったけど色々挑戦してい
くうちに去 年 以 上に自分自身 の 成 長を感じられた。私がジャズス
クールにいた期間は2年だけだったが、その間にたくさんの大切な
思い出ができた。今期は昨年できなかった札幌外への遠征で倶知
安に行くことができ、他の地域の地域のジャズスクールの仲間と交
流することができた。
最後に、今年1年活動が出きたのもスポンサーの皆さん、事務局
の皆さん、中嶋先生、家族の支えがあったからです。ありがとうござ
いました。そして杉本先生、今までご指導していただきまして、あり
がとうございました。そして一緒に活動してきたスクールのみんな、
1年間本当にありがとうございました！
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Piano

Piano

中村 咲優

山田 光流

Saya Nakamura

H i k a r u Ya m a d a

藤女子中学校 1年生

札幌市立常盤中学校 1年生

今 期 、私が特に力を入れたのは雰 囲 気 作りです。演 奏はもちろ

僕はジャズのオーディションでショパンの幻想即興曲を弾けばな

ん、練習やライブのMCでもどうやったら楽しくなるか、盛り上がる

んとなく合格するかもなと思った。そしてオーディションでその曲を

かをよく考えました。具体的に思い出すと、最初の頃パート練習では

弾いて合格したので正直ジャズ楽勝かなと思った。しかし、合格した

皆がバラバラになっていて練習が全く進まなかった日がほとんどで

通知の封筒の中をみたら、
「いやな予感が・
・
・」そのいやな予感が的

した。でもパートリーダーに相談し、まとめてもらったらスムーズに

中してしまった。1つあたりの楽譜ページ数が多く、オマケに曲数も

出来るようになりました。

異常に多かったのだ。最終的にジャズスクールの開始当日までには

また、定期演奏会ではジュニアのノリノリに圧倒され、それに負け
ない程盛り上げようと笑顔で元気に演奏や手拍子をしました。
クリスマスのライブではMCをさせていただき、最後の演出を工
夫してみました。するとそれは大成功し、
とても盛り上がりました。

の中村咲優さんの演奏を聞いて「なんかずいぶんとスラスラ演奏
することができるなあ。」と不思議に思って中村さんの弾いていた

音楽は楽しむものです。楽しく演奏したり聴いたりするための雰

曲の楽譜を見てみると「えっ？楽譜どおりに演奏していない？」これ

囲気は大事だと、今期の活動で改めて感じさせられました。きっと今

は僕のクラシックのピアノ教室では許されない行為だった。ジャズと

期の経験は音楽やそれ以外の事でも活かせると思います。スタッフ

はクラシックとは全く別物なのかとあたり前なことだが所属して初

さん、スポンサー様、カメラマンさん、中嶋先生、杉本先生、今期も

めて気が付いた。中村さんのようにコードを覚えれば楽しく演奏で

ありがとうございました。杉本先生はご引退されますが、先生から教

きると思ったので中学2年生までにはそれをできるようになりたい

わった「音楽の楽しさ」は絶対に忘れません。最後に、スクール生の

と思う。1年間支えてくれたスポンサー様、友達や先輩、先生、スタッ

皆、1年間ありがとう！

フの皆様ありがとうございました。

Bass

笹木 彪雅
Hyuga Sasaki

札幌市立陵北中学校 1年生

僕がジャズスクールに入ったのは一昨年のファイナルライブを観
に行って、みなさんが楽しそうなことがわかったからです。僕はベー
スもやったことがないまま入ったので最初は、
とても大変だったし仲
が良い人もいなかったので、最初はあまりみなさんと話すこともあ
りませんでした。でも途中で、パウエル・コートニー略して、パウと仲
良くなってとても楽しく感じることができました。それから、少しずつ
みんなと仲良くなれて、たくさん演奏したりたくさん遊んで、僕はと
ても楽しかったです。
今、3年生の人とは、もう今年が最後なのに、僕は、今はみんなと演
奏することができません。それにベースを弾くことは、今はできない
けどファイナルライブには、がんばって出ることを願っています。も
う今年の仲間で演奏したり、遊んだりすることはこれからないと思う
ので、1日でも早くみなさんと一緒に演奏したいなと思っています。
3年生の人は、昨年1年もなかったけどありがとうございました。僕
は、今年も参加する気でいるので、また入ることができるかはわから
ないけど、よろしくお願いします。そして最後に約1年間楽しかった
です。ありがとう。
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結局2曲しか弾くことができなかった。始めての定期練習の時にま
たもやビビった。その時あまり話したことがなかったがピアノパート

SAPPORO JUNIOR JAZZ SCHOOL 2021 OFFICIAL REPORT

Club SJF MEMBERS
Drums & Bass

Drums

稲野辺 想

高橋 一颯

So Inanobe

K a z u s a Ta k a h a s h i

札幌自由が丘学園 1年生

立命館慶祥中学校 3年生

小学3年生の頃からジャズスクールに通う僕は、今年はじめての

とうとう、この作文を書く時期になってしまいました。僕がジャズ

中学生クラスでした。オーディション通知と一緒に届いた沢山の楽

スクールに入って3度目の、そして最後の作文です。とても残念なこ

譜を見ていよいよ始まるんだなと、緊張したのがついこの間のこと

とに、僕がジャズスクールのメンバーとして活動した3年間のうち、

のように覚えています。

2年が新型コロナウイルスによって活動を縮小しなければならない

一昨年から続くコロナ禍はまだ終わりが見えず、今期のジャズス

年でした。練習や海外遠征がなくなったりと辛いこともありました

クー ルの活動もとても少なく残念でした。限られた活動時間の中

が、逆にコロナ禍だからこそできた活動が思い出に残っています。

で、僕の心に残っているのは、7月に行われたユースジャムセッショ

また今期はジャズスクールのリーダーに任命していただき1年間活

ンのワークショップでした。サックスプレイヤーの橋爪亮督さんと、

動してきました。今までのリーダーと比 べても頼りな いリーダー

オンラインでトランぺッターのタイガー大越さんからいただいたア

だったと思いますが、慣れないながらも1年間やり遂げることができ

ドバイスはその後の僕の演奏にプラスとなり、今でも忘れません。

ました。

そして今年はドラムとは別に、ベースの演奏もすることになり、挑戦

僕はジャズスクールでメンバーと、先生と、スタッフさんなど、
とて

する年でもありました。ジャズにはやはりベースの音が響いてほし

もたくさんの人と関わることを通して、本当に多くのことを学びまし

い。その気持ちだけで、日々練習に打ちこんだ1年でした。

た。もう芸術の森にスクール生として来ることはないのだと思うと

最後に、杉本先生、中嶋先生、スタッフの皆さん、
クラブの皆さん、
本当にありがとうございました。

少し寂しいですが、これからも前向きに頑張ろうと思います。最後
に、今まで支えてくださった杉本先生、中嶋先生、スポンサ ーの皆
様、家族、そして一緒に活動してくれたスクールの皆さん、本当に1
年間ありがとうございました。

Percussion

小原 美枇
Bibi Obara

札幌市立平岡緑中学校 2年生

私は、今年とても変化のある1年でした。日常も新型コロナウイ
ルスの影響で、仲間に一緒に直接会って練習をすることもできなく
なりました。Zoomで行った際もなれないことばかりでとまどうこと
もありましたが、久しぶりに練 習を行 い 、音をかなで合うことがで
き、
とても嬉しかったです。
パーカッションパートにもなれてきて、昨年よりも演奏を工夫する
ようになり曲にあわせて楽器をかえたり新しくできるようになったこ
とも増えました。今年はリズム隊も人数が少なく、足りなくなること
がありました。ですが、周りと協力し片づけの際にも新しく入った子
が、多かった時手伝ったりと支え合うことができました。不慣れなこ
とも多い1年でしたが、そんな年だったからこそ新たに得られたこと
も多くあり、仲間と一緒に会って演奏することがこんなに楽しかった
んだなと感じることができました。こんな大変なことの多い1年を
支えてくださったスタッフの 皆さん 、杉 本 先 生 、中 嶋 先 生 、スポン
サーの方々ありがとうございました。そしてクラブのみんな、1年間
楽しかったです。本当にありがとうございました。
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◆ 定期スクール
日
2021/

程

開催場所

日

程

開催場所

日

程

開催場所

日

程

開催場所

4/10

アリーナ他

8

アリーナ他

23

大練習室他

12/11

大練習室他

11

アリーナ他

15

大練習室他

24

大練習室他

12

大練習室他

17

アリーナ他

9/11

オンライン

30

大練習室他

19

大練習室他

18

アリーナ他

12

オンライン

31

大練習室他

25

大練習室他

5/29

オンライン

25

オンライン

11/ 7

大練習室他

26

大練習室他

6/13

オンライン

26

オンライン

14

アリーナ他

1/ 9

大練習室他

27

オンライン

10/ 9

大練習室他

20

大練習室他

22

大練習室他

7/11

オンライン

10

大練習室他

21

大練習室他

23

大練習室他

18

大練習室他

16

大練習室他

27

大練習室他

8/ 7

大練習室他

17

大練習室他

28

大練習室他

◆ 活動一覧
日
2021/

程

内

容

開催場所

来場客数

参加クラス

4/10

開講式・オリエンテーション

札幌芸術の森アートホール

ー

Junior/Club

6/19

エルム楽器リペアクリニックONLINE

札幌芸術の森アートホール

ー

Junior/Club

7/22〜24

ユースジャムセッションワークショップ

札幌芸術の森アートホール

ー

Club

ノースジャムセッション

札幌芸術の森野外ステージ

957

Junior/Club

パークジャズライブON WEB動画撮影

札幌芸術の森アートホール

ー

Junior/Club

ハロウィンミニライブ！

札幌芸術の森アートホール

116

Junior/Club

11/ 6

第22期札幌ジュニアジャズスクール定期演奏会

札幌芸術の森アートホール

150

Junior/Club

13

北海道ジャズの種プロジェクトオンライン交流会

札幌芸術の森アートホール

ー

Junior/Club

21

ともだちコンサート in Kutchan

俱知安町文化福祉センター

142

道エネぬくもりクリスマスコンサート 装飾ワークショップ

札幌芸術の森アートホール

ー

Junior

道エネぬくもりクリスマスコンサート

札幌芸術の森アートホール

75

Junior/Club

1/ 8

サッポロ・サウンド・スクエア vol.3

札幌駅前通地下歩行空間

629

Junior/Club

3/ 20

修了式

札幌芸術の森アートホール

ー

Junior/Club

25
10/10
17

12/11
18
2022/

Club

◆ 楽曲リスト
SJF Junior Jazz Orchestra

Club SJF

Club SJF / Picked Up ＆ Team

♪Cantaloupe Island
♪COSMIC B-FLAT
♪EL TACO ROCKO
♪FUNKYTOWN
♪I CAN'T TURN YOU LOOSE
♪JINGLE BELLS
♪Mack The Knife
♪MAS QUE NADA
♪OLD TIME ROCK & ROLL
♪ST.THOMAS
♪The Best Smile for SJF
♪VOLCANO
♪WINTER WONDERLAND
♪Watermelon Man
♪フォスター・メドレー

♪Alegria
♪ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU
♪ARMANDO'S RHUMBA
♪BARNBUNER
♪birdland
♪CITY DOCK
♪CHICAGO
♪COMIN' HOME BABY
♪JUST BEFORE SUNSET
♪MAS QUE NADA
♪SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
♪SEPTEMBER
♪Shine
♪SONGORAMA
♪The Best Smile for SJF
♪This Can't Be Love

♪Chillin' Time
♪ISN'T SHE LOVELY
♪It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing
♪STAR EYES
♪TAKE THE "A" TRAIN
♪THE CHICKEN

Junior & Club（For events）
♪Now's The Time
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SJF Junior Jazz Orchestra

Club SJF

2021.03.13-14 第22期札幌ジュニアジャズスクール オーディション
札幌芸術 の 森 アートホール 大練習室
第22期札幌ジュニアジャズスクールのメンバー選考のため、2日間にわたってオーディションを行いました。合格を目指して、練
習してきた曲を演奏したり、審査員の質問に答えたりと、緊張感に包まれながらもそれぞれが一生懸命に審査に臨みました。
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SJF Junior Jazz Orchestra

Club SJF

2021.04.10 第22期札幌ジュニアジャズスクール開講式
札幌芸術 の 森 アートホール アリーナ
第22期札幌ジュニアジャズスクールの幕開けとなる開講式が行われました。活動をご支援いただくご協賛社様や講師、そして
保護者の方々に見守られながら、小学生クラス23名と中学生クラス21名が第22期生として1年の活動をスタートしました。
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オンラ
新型コロナウイルス感染症の拡大に

Zoomなどのオンラインアプリを活

などの活動を行いました。

28
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イン活動
より、4月下旬から7月上旬までは

用し、
「リペアクリニック」や「交流会」
その一部をご紹介します。

SAPPORO JUNIOR JAZZ SCHOOL 2021 OFFICIAL REPORT

29

ユースジャムセッションとは…
札幌芸術の森では、中学生・高校生のユース世代を対象に、積極
的に音楽活動を行うバンドやメンバーでの交流プログラムと演
奏会を内容とする「ユースジャムセッション」を2020年から3
年間に渡り開催しています。ジャズ音楽を通して異なる環境で活
動するユース世代が出会い、一流の指導者の元で切磋琢磨し、
セッションを繰り広げます。2年目となる今回は、札幌ジャズス
クールの中学生クラスとジャズスクール卒業生、北海道グルー
ブキャンプの受講生達によるユーススペシャルバンドを結成し、
芸 術 監 督 のタイガー 大 越 先 生 、橋 爪 亮 督 先 生 のもとでワーク
ショップを行い、成果をノースジャムセッションで発表しました。

講師紹介

芸術監督

主任講師

タイガー大越

橋爪 亮督

T iger Okoshi

R yosuke Hashizume

サポート講師（札幌ジャズアンビシャス）

菅原 昇司（tb）
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小野 健悟（ts）

柳 真也（b）

花田 進太郎（gt）
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Club SJF

2021.07.22-24 Youth JAM Session ワークショップ
札幌芸術 の 森 アートホール
中学生クラスが参加する、Youth JAM Sessionワークショップ。芸術監督にアメリカのバークリー音楽大学教授であるタイガー
大越先生をお迎えし、主任講師のサックス奏者の橋爪亮督さん指揮のもと、札幌ジャズアンビシャスのメンバーにサポートいただき

ながら、ユース世代ミュージシャンのゲストメンバーと一緒に、ユーススペシャルバンドとしてワークショップを行いました。ボストン
のタイガー先生からは毎朝Zoomを繋いで総評やアドバイスをいただきました。スクール生は久々の再会を喜びあい、良い緊張感

に包まれて3日間のワークショップで交流を深め、セッションを楽しみました。
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SJF Junior Jazz Orchestra

Club SJF

2021.07.25 North JAM Session
札幌芸術 の 森 野外ステージ
SAPPORO CITY JAZZの夏のメインイベントであるNorth JAM Sessionが札幌芸術の森野外ステージで行われました。快

晴の夏空の下、小学生クラスはオープニングアクトとして今期初めてのステージに臨み、緊張しながらも3曲を演奏し、会場を盛

り上げました。中学生クラスはゲストミュージシャンと一緒にユーススペシャルバンドとして出演し、タイガー大越先生からのビ
デオメッセージがスクリーンに映し出された後、橋爪先生の指揮のもと3曲を披露しました。

若々しくエネルギーに溢れた演奏と、会場のお客様から送られるたくさんの拍手や手拍子が一体となり、7月22日から3日間に
渡り行ったYouth JAM Sessionワークショップを締めくくることができました。
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SJF Junior Jazz Orchestra

Club SJF

2021.9.11-12 / 9.25-26 ジャズスクール オンラインレッスン
Zoom
休講期間中に、常任講師に加え、特別講師として札幌ジャズアンビシャスのメンバーやMt.ようてい・ジュニア・ジャズスクール講
師の青砥先生にもご協力いただき、オンライン会議アプリZoomを用いたオンラインレッスンを行いました。レッスンはパート毎

に少人数グループに分かれて行い、スクール生はいつもと違う雰囲気に緊張しながらも、充実したレッスンを受講することがで
きました。
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Zoomレッスン特別講師
○青砥 義隆(Mt.ようてい・ジュニア・ジャズスクール講師) ○小野 健悟(広尾サンタランド・ジャズスクール講師、札幌ジャズアンビシャス）
○菅原 昇司(砂川キッズジャズスクール講師、札幌ジャズアンビシャス) ○蛇池 雅人(札幌ジャズアンビシャス)
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小川 樹 愛

Juna Ogaw a

小川 虹色

Nijina Ogaw a

澁田 奈々

高下 雫菜

Dana Takashit a

鈴木 里桜奈

Nana Shibut a

PHOTO AWARD
2021 Jr.
スクール生がモデルのフォトコンテストを開催
しました。ユニフォーム部門とフリースタイル
部門の2つのテーマで、ユニークなアイデア
と自由な発想を表現しました。
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Riona Suzuki

高橋 千晴

Chihar u Takahashi

佐々 木 凜

Rin S as aki

柴山 朋花

Tomoka Shibay ama

谷口 諒佳

R yoka Taniguchi

辻谷 寛 大

K ant a Tsuji y a

奥山 菜々

Nana Oku y ama
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佐 藤 日彩

Hiiro S ato

伝法谷 篤人

At suto Denpoy a

髙 橋 ももか

Momoka Takahashi

辻谷 みらい

高橋 秀羽

Shu Takahashi

廣瀬 葵衣

Mir ai Tsuji y a

Aoi Hirose

大 原 丈弘

Takehiro Ohar a

西 田 音々

Nene Nishida

西田 葵

Aoi Nishida

瀬戸 暖生

Har uki S eto

本間 清鷹

K i yot aka Honma

白木 朝

A shit a Shir aki
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梅宮 菜月

Nat suki Umemi y a

松村 心優

Mi y u Mat sumur a

山口 蓮

山 本 夕夏

Yuka Yamamoto

北原 桜樹

Shunt a S aeki

髙 橋 まりな

Ren Yamaguchi

PHOTO AWARD
2021 Club
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奥 山 夏帆

K aho Oku y ama

佐伯 春太

橋本 梨愛

Ria Hashimoto

平塚 萌 乃 実
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Honomi Hir at suka

Miki K it ahar a

Mar ina Takahashi
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石井 琢磨

Takuma Ishii

パウエル コートニー

Courtney Powell Jr.

大平 瑞 稀

Mizuki Ohir a

水落 宏太

Kot a Mizuochi

久嶋 花野

K ano His ajima

中村 咲優

S ay a Nakamur a

稲野辺 想

S o Inanobe

山田 光流

Hikar u Yamada

笹木 彪雅

H y uga S as aki

高橋 一颯

K azus a Takahashi

小原 美枇

Bibi Obar a
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SJF Junior Jazz Orchestra

2021.10.10

Club SJF

パークジャズライブ ON WEB 収録

札幌芸術 の 森 アートホール 大練習室
例年参加しているパークジャズライブは、新型コロナウイルスの影響により、今年も動画によるWEB上での開催となったため、

ジュニア、クラブがそれぞれに映像の収録に臨み、元気いっぱいの演奏を動画に収めることができました。
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SJF Junior Jazz Orchestra

2021.10.17

Club SJF

ハロウィンミニライブ！

札幌芸術 の 森 アートホール 大練習室
芸術の森の秋イベントに合わせて、小学生クラスと中学生クラスがそれぞれハロウィンミニライブを開催しました。スクール生も会

場のハロウィンの飾りつけをしてお客様をお迎えし、アンコールを含めてそれぞれ5曲を披露しました。緊急事態宣言が明け、ス

クール生たちは久しぶりのライブに少し緊張しながらも、たくさんのお客様に演奏を楽しんでいただくことができました。
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SJF Junior Jazz Orchestra

Club SJF

2021.11.06 第22期札幌ジュニアジャズスクール 定期演奏会
札幌芸術 の 森 アートホール アリーナ
第22期ジャズスクールの定期演奏会を開催しました。アンコールを含めて小学生クラスは6曲、中学生クラスは7曲を演奏しま

した。今年度は例年に比べて短い練習時間となりましたが、ご来場いただいたたくさんのお客様に、元気いっぱいに思いを込め
て、練習の成果を発表することができました。
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北海道ジャズの種プロジェクトとは…
「ジュニアジャズで街を元気に！」を合言葉に、道内各地に小中
学生によるジャズスクールの活動を広げようとするプロジェク
ト。平成25年に広尾町と羊蹄山麓周辺の町々から始まり、平成
26年には幕別町、砂川市に活動を広げております。今年の活動
は、11月13日には「北海道ジャズの種プロジェクトオンライン
交流会」、11月21日には倶知安、砂川、幕別、広尾の各会場を
オンラインで繋ぎ「ともだちコンサート」を開催しました。

参加団体

48

Mt.Youtei Jr.JAZZ School

広尾サンタランド・ジャズスクール

■設立：平成25年 ■在籍者数：11名

■設立：平成25年 ■在籍者数：12名

砂川キッズジャズスクール

まくべつジュニア・ジャズスクール

■設立：平成26年 ■在籍者数：13名

■設立：平成26年 ■在籍者数：8名
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SJF Junior Jazz Orchestra

Club SJF

2021.11.13 「北海道ジャズの種プロジェクト」オンライン交流会
札幌芸術 の 森 アートホール アリーナ
北海道ジャズの種プロジェクトに参加する5つの地域のジャズスクールが、オンラインで集まり、合同ワークショップを開催しまし

た。課題曲の『 Nowʼs The Time 』をオンラインで演奏しあい、感想を発表しあうなど、5地域合同で交流を深めました。
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Club SJF

2021.11.21 ともだちコンサート2021 in Kutchan
倶知安町文化福祉センター
北海道ジャズの種プロジェクトに参加する5地域のジャズスクールが開催する「ともだちコンサ ート2021」に、中学生クラスの

Club SJFが参加しました。今年は俱知安会場のMt.ようてい・ジュニア・ジャズスクールと札幌ジュニアジャズスクール、砂川会

場の砂川キッズ・ジャズスクール、そして広尾会場の広尾サンタランド・ジャズスクールとまくべつジュニア・ジャズスクールの3
会場をオンラインで繋ぐライブとなりました。

Club SJFは7曲を披露し、アンコールではMt.ようてい・ジュニア・ジャズスクールとセッションで『Nowʼs The Time』を共演しました。
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SJF Junior Jazz Orchestra

2021.12.11

道エネぬくもりクリスマスコンサート 装飾ワークショップ

札幌芸術 の 森 アートホール 大練習室
小学生クラスがクリスマスに向けて、オリジナルのクリスマスツリーを作るワークショップを行いました。新聞紙を丸めて枝葉を
作ったり、持ち寄った材料を使って飾りを作り、ツリーの飾りつけをしました。今年も大きくて立派なツリーが完成！

オリジナルツリーは次週の「道エネぬくもりクリスマスコンサート」で飾られ、コンサートの後は札幌芸術の森センターのロビー

にて、クリスマス当日まで展示されました。
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SJF Junior Jazz Orchestra

2021.12.18

Club SJF

道エネぬくもりクリスマスコンサート

札幌芸術 の 森 アートホール 大練習室
日頃よりジャズスクールを応援して下さっている、北海道エネルギー株式会社様のスペシャルコンサート
「道エネぬくもりクリス
マスコンサート」に小学生クラスと中学生クラスが出演しました。会場には小学生クラスが作ったクリスマスツリーを飾り、ジャズ

アレンジされたクリスマスソングを含めたセットリストでクリスマスムードを盛り上げました。そして中学生クラスは日頃の感謝
の気持ちを込めて、北海道エネルギー株式会社様の社歌「SHINE」を披露しました。
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SJF Junior Jazz Orchestra

Club SJF

2022.01.08 サッポロ・サウンド・スクエア
札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場（西）
札 幌 駅 地 下 歩 行 空 間で開 催するサッポロ・サウンド・スクエアのステージに小 学 生クラス、中 学 生クラスが それぞれ出 演しまし

た。今回は各クラスを2チームに分けたコンボ編成で、それぞれ3曲を演奏しました。たくさんのお客様に足を止めてライブを楽

しんでいただき、地下歩行空間に元気いっぱいの演奏を響かせライブを盛り上げました。
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SJF Junior Jazz Orchestra

Club SJF

2021~2022

オフショット
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2021~2022

パブリシティ

▲北海道新聞【朝刊】2022年1月27日
（木）
掲載

2021~2022

制作物

▲第22期
札幌ジュニアジャズスクール
定期演奏会フライヤー

▲第22期札幌ジュニアジャズスクール イメージポスター

▲道エネぬくもりクリスマスコンサート
フライヤー
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第22期 札幌ジュニアジャズスクール
●

主催
札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

●

後援
北海道
北海道教育委員会
札幌市
札幌市教育委員会

●

協賛
株式会社エルム楽器
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
有限会社福岡燃料
大地みらい信用金庫
北海道エネルギー株式会社
札幌総合情報センター株式会社
名鉄観光サービス株式会社
共創技建株式会社

●

特別支援
株式会社ほくていホールディングス
札幌日信電子株式会社
札幌ライラックライオンズクラブ

●

助成
文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会
公益財団法人カメイ社会教育振興財団

●

Special Thanks To...
タイガー大越

橋爪 亮督

ジャスト・プランニング

青砥 義隆

札幌ジャズアンビシャス

札幌駅前通まちづくり株式会社

まくべつジュニア・ジャズスクール/幕別町百年記念ホール
（NPO法人まくべつ町民芸術劇場） 砂川キッズジャズスクール/砂川市地域交流センターゆう
（NPO法人ゆう）
Mt.ようてい・ジュニア・ジャズスクール/Mt.Youtei Jr.JAZZ School 運営委員会

広尾サンタランド・ジャズスクール/広尾町教育委員会社会教育課

サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会
北海道クリエイティブ株式会社

株式会社ピーアールセンター

サンスタッフ２合同会社

n-foto合同会社

株式会社cloud9

株式会社オーテック

合同会社tab

株式会社ベークン

札幌大同印刷株式会社

株式会社札幌メール・サービス

株式会社北海道新聞社

三元社印刷株式会社

ぴあ株式会社

三浦印刷株式会社

白馬堂印刷株式会社

（敬称略）
●

第22期札幌ジュニアジャズスクール活動記録誌
企画・著作／札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）
製作・印刷／三浦印刷株式会社

● スクール運営・事務局
札幌芸術の森事業課
〒005-0864 北海道札幌市南区芸術の森2丁目75番地
電話 011-592-4125
公式ホームページ「SJF SQUARE」www.go-sjf.com
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