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札幌旭丘高等学校合唱部2７年間のあゆみ 

令和５年3月 

※人数は全日本合唱コンクール時の在籍部員数 

 

平成８年度    １３名                              

前顧問(大木秀一)赴任。５月の連休明けに１３名の有志が集まり活動を開始 

全国高等学校総合文化祭合唱部門で石狩支部合同合唱に参加 

全日本合唱コンクール北海道支部大会（千歳） 高等学校部門A（３２人以下）に初出場 銅賞（１３校中７位） 

平成９年度    ３４名                              

高等学校文化連盟 石狩地区大会 札幌地区代表に選出 

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会に初出場 銀賞（２位）       

   全日本合唱コンクール 北海道支部大会（室蘭） 高等学校部門A 

    金賞（1位）・朝日新聞社杯・大森杯（高等学校部門AB総合１位）・瀬川杯・北海道教育長賞状（部門1位） 

   北海道高等学校音楽発表大会（函館） 

   全日本合唱コンクール 全国大会に初出場  銅賞  昭和女子大学 人見記念講堂 

平成１０年度   ５２名                              

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 銀賞（２位） 

全日本合唱コンクール 北海道支部大会（千歳） 高等学校部門Ｂ（３３人以上無制限） 

 １位・金賞 朝日新聞社杯・大森杯・瀬川杯・北海道教育長賞状 

全日本合唱コンクール 全国大会  銅賞  アクトシティ浜松 

平成１１年度   ４８名                              

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 ２位（銀賞） 

全日本合唱コンクール 北海道支部大会（函館） 高等学校部門Ｂ 金賞（1位）・朝日新聞社杯・瀬川杯・北海道教育長賞 

全日本合唱コンクール 全国大会  銅賞  岡山シンフォニーホール 

   札幌コンサートホールKitara オルガンプロムナードコンサートにて招待演奏 

平成１２年度   ５３名                              

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 ３位 銅賞 

全日本合唱コンクール 北海道支部大会（千歳） 高等学校部門Ｂ 銀賞（３位） 

北海道高等学校音楽発表大会 合唱の部 最優秀賞 （平成１３年８月 全国高等学校総合文化祭 出場権獲得） 

第１回定期演奏会 スプリングコンサート in Kitara（3月）札幌コンサートホールKitara小ホール 

平成１３年度   ６４名                              

北海道高等学校芸術文化祭（旭川） 

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 銀賞（２位） 

全国高等学校総合文化祭 合唱の部  文化連盟賞  アクロス福岡シンフォニーホール 

全日本合唱コンクール北海道支部大会（帯広） 高等学校部門Ｂ 

金賞・北海道知事賞（全部門総合１位）・朝日新聞社杯・北海道教育長賞状 

全日本合唱コンクール 全国大会  銅賞  名古屋市民会館大ホール 

第２回定期演奏会 スプリングコンサート in Kitara（3月）札幌コンサートホールKitara小ホール 

平成１４年度   ６７名                              

  NHK全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 銀賞（２位） 

  全日本合唱コンクール 北海道支部大会 高等学校部門B 金賞・合唱連盟 北海道支部長賞 旭川市民文化会館大ホール 

  中央区ふれあいコンサートに札響と出演 札幌コンサートホールKitara大ホール 

  第３回定期演奏会 スプリングコンサート in Kitara（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成１５年度   ６２名                              

  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 金賞 

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 全国コンクール  優良賞  ＮＨＫホール 

全日本合唱コンクール 北海道支部大会（千歳）高等学校部門B 金賞・瀬川杯 

   札幌市民憲章制定４０周年記念式典  

北海道高等学校音楽教育研究会石狩支部３０周年記念演奏会 

第４回定期演奏会 スプリングコンサート in Kitara（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 
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平成１６年度   ６２名                              

 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 銀賞 

  全日本合唱コンクール 北海道支部大会（北見） 高等学校部門B 金賞・瀬川杯 

   北海道高等学校音楽発表大会 合唱の部 優秀校 

   赤レンガフェスタ 中国北京北方交通大学附属高校合唱団と共演 

  第５回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成１７年度   ７１名                              

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 銀賞 

   全日本合唱コンクール 北海道支部大会（室蘭）高等学校部門Ｂ 金賞 朝日杯・瀬川杯・北海道教育長賞 

全日本合唱コンクール 全国大会  銅賞  広島厚生年金会館大ホール 

   さっぽろスクール音楽祭（合唱、吹奏楽）に札幌北、札幌稲雲・西陵、札幌稲雲、東海第四等と共に出場  

   第６回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成１８年度   ７５名                              

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 銀賞 

   全日本合唱コンクール 北海道支部大会（釧路） 高等学校部門Ｂ 金賞 朝日杯・北海道知事・北海道教育長賞状  

   全道高等学校音楽発表大会 合唱部門 最優秀賞 （平成１９年８月 全国高等学校総合文化祭 出場権獲得） 

全日本合唱コンクール 全国大会 銀賞 大宮ソニックシティ大ホール 

北海道高等学校文化連盟５０周年記念式典・記念祭 

   さっぽろスクール音楽祭（１１月） 

   慈啓会クリスマスコンサート（１２月）札幌慈啓会養護老人ホーム・特別養護老人ホームで２回開催 

   第７回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成１９年度   ８１名                              

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 銀賞 

   全日本合唱コンクール 北海道支部大会（札幌）高等学校部門Ｂ 金賞・朝日杯・北海道教育長賞状  

   全国高等学校総合文化祭 合唱部門出場 文化連盟賞 島根県芸術文化センター グラントワ 大ホール 

全日本合唱コンクール 全国大会  銀賞  岩手県民会館大ホール 

   南藻園でコンサート開催（９月） 

さっぽろスクール音楽祭（１１月） 

   慈啓会クリスマスコンサート（１２月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

   第８回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成２０年度   ６９名                              

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 銀賞 

   全日本合唱コンクール 北海道支部大会（札幌）高等学校部門Ｂ 金賞・支部長杯 

全日本合唱コンクール 全国大会  銅賞  アルファあなぶき大ホール 

夏のコンサート（７月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

中華人民共和国 広東実験中学校との交流演奏会に出演（8月） 

ソプラニスタ岡本知高さんと共演（9月）札幌コンサートホールKitara 

慈啓会クリスマスコンサート（12月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

   新春コンサート（1月）札幌慈啓会養護老人保健施設 

   第９回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成２１年度   ８７名                              

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 金賞 

   ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 全国コンクール  優良賞  NHKホール 

全日本合唱コンクール 北海道支部大会（札幌）高等学校部門Ｂ 金賞・支部長杯 

Kitaraのバースデイコンサートでオルガン（シンディー・カスティーヨさん）と共演（７月） 

夏のコンサート（７月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

ねんりんピック北海道・札幌2009音楽文化祭に中高の代表として出演 コーラスグループ「サーカス」と共演（９月） 

さっぽろスクール音楽祭（11月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

クリスマスコンサート（12月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

   第１０回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 
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平成２２年度   ８４名                              

NHK全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 

NHK全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 金賞 

NHK全国学校音楽コンクール 全国コンクール  優良賞  NHKホール 

全日本合唱コンクール 北海道支部大会（帯広）高等学校部門Ｂ 金賞 朝日杯・北海道知事賞 

全日本合唱コンクール 全国大会 高等学校部門Ｂ  銀賞  兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホール 

全道高等学校音楽発表大会 合唱部門 最優秀賞 （平成23年8月 全国高等学校総合文化祭 出場権獲得） 

オペラユニット「LEGEND」のコンサートにゲスト出演（５月）札幌コンサートホールKitara 

夏のコンサート（７月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

西区ふれあいコンサートにゲスト出演（９月）札幌市民ホール 

「安心安全のまち」道民集会のアトラクションにゲスト出演（10月）ポールスター札幌 

韓国太田市との姉妹都市提携調印式のレセプションにゲスト出演（10月）札幌パークホテル 

さっぽろスクール音楽祭（12月）札幌市民ホール 

札幌コンサートホールKitara主催 クリスマス・オルガンコンサートに出演（12月） 

慈啓会クリスマスコンサート（12月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

第11回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成２３年度 ８４名                              

NHK全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 

NHK全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 銀賞 

全日本合唱コンクール北海道支部大会（室蘭） 高等学校部門Ｂ 金賞・支部長杯 

全国高等学校総合文化祭（福島県・8月）出場辞退 

コーラスフェスティバル（6月）札幌市教育文化会館大ホール 

夏のコンサートを開催（７月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

旭山地区ふれあいコンサートにゲスト出演（11月）旭山地区センター 

札幌コンサートホールKitara主催 クリスマス・オルガンコンサートに出演（１２月） 

クリスマスコンサート開催（12月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

第12回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

この定期演奏会は平成24年 札幌市民芸術祭「第1276回 札幌市民劇場」に採用される。札幌市民芸術祭奨励賞 

平成２４年度 ８４名                              

 NHK全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 札幌市民ホール 

 NHK全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 銀賞 札幌市民ホール 

 全日本合唱コンクール 北海道支部大会高等学校部門Ｂ 金賞・朝日杯・瀬川杯・北海道知事賞 札幌市民ホール 

 全日本合唱コンクール 全国大会 高等学校部門Ｂ  金賞・文部科学大臣賞（全国1位）  鹿児島市民文化ホール 

コーラスフェスティバル（6月）札幌市教育文化会館大ホール 

高文連石狩支部演奏会（６月）札幌市教育文化会館大ホール 

夏のコンサート（７月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

14大都市医師会全国大会にアトラクション出演（札幌市長 臨席）（7月）札幌パークホテル 

谷川俊太郎朗読会にゲスト出演 「いのち」を歌う（10月）道新ホール 

宮の森音楽祭にゲスト出演（11月）宮の森小学校体育館 

さっぽろスクール音楽祭に出演（11月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

札幌コンサートホールKitara主催 クリスマス・オルガンコンサート（12月） Kitara大ホール 

フリーデリケ・キーンレさん指揮のヨーロッパのクリスマスコンサート（12月）えぽあホール 

ホテルシェラトンのクリスマスコンサート（12月） ホテルシェラトン チャペル 

慈啓会クリスマスコンサート（12月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

第13回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成２５年度 ８４名                              

 NHK全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 札幌市民ホール 

 NHK全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 全道2位 銀賞 札幌市民ホール 

 全日本合唱コンクール 北海道支部大会（北見） 高等学校部門Ｂ 金賞 朝日杯・北海道知事賞 北見市民会館大ホール 

 全日本合唱コンクール 全国大会 高等学校部門Ｂ  銅賞  福山市リーデンローズ 

コーラスフェスティバル（6月）札幌市教育文化会館大ホール 

高文連石狩支部演奏会（6月）札幌市教育文化会館大ホール 

夏のコンサートを開催（７月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

PMFに合唱団として出演、ワーグナーとヴェルディのオペラの合唱曲を歌う（7月） 
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プロ野球オールスター戦の開会式（7月）札幌ドーム 

札幌コンサートホールKitara主催 クリスマス・オルガンコンサート（12月）Kitara大ホール 

ホテルシェラトンのクリスマスコンサート（12月）ホテルシェラトン チャペル 

江別楽友協会主催 札響とモーツァルトのレクイエム（抜粋）を演奏（1月）えぽあホール 

関ジャニの仕分けに出演（2月）東京 テレビ朝日スタジオ 

    イタリア親善演奏旅行（３月21日～29日） 

・バチカンのサンピエトロ大聖堂で四旬節（復活祭の前に行われるミサ）のミサの合唱団を単独で担当（23日） 

枢機卿より謝辞と絶賛の言葉をいただいたほか、帰路のバス乗車時に参列者の大集団に囲まれ大喝采を得る。 

・アッシジの聖フランチェスコ大聖堂でバチカンでのミサ曲を披露（24日） 聴衆の喝采を得る。 

・フィレンツェのサン・フィレンツェ教会専属の合唱団と親善コンサートを開催（26日） 

平成２６年度 ９３名                              

 NHK全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 札幌市民ホール 

 NHK全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 銀賞 札幌市民ホール 

 全日本合唱コンクール 北海道支部大会（小樽）高等学校部門Ｂ 金賞 朝日杯・北海道知事賞 小樽市民会館大ホール 

 全日本合唱コンクール 全国大会 高等学校部門Ｂ  金賞  盛岡県民会館大ホール 

全道高等学校音楽発表大会（稚内）合唱部門 最優秀賞 （平成２７年７月開催 全国高等学校総合文化祭 出場権獲得） 

復活祭のセレモニーに参加（４月）ローズガーデンの教会 

コーラスフェスティバル（６月）札幌市教育文化会館大ホール 

高文連石狩支部演奏会 石狩支部代表（６月）札幌市教育文化会館大ホール 

PMFのベートーベンの第九に出演（山の手・北大とともに）新聞に絶賛の講評が載る（7月） 

高野連主催 南北海道大会の開会式 新聞に掲載される（7月）札幌円山球場 

さっぽろスクール音楽祭（11月）札幌コンサートホールKitara大ホール  

クリスマス慈善コンサート（12月）ローズガーデンの教会 

札幌コンサートホールKitara主催 クリスマスオルガンコンサートに出演（12月）Kitara大ホール 

クリスマスコンサート（12月）ホテルエミシア チャペル 

慈啓会クリスマスコンサート（12月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

第１４回定期演奏会（3月）札幌市教育文化会館大ホール 

平成２７年度 ９５名                              

 NHK全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 千歳市民文化ホール 

 NHK全国学校音楽コンクール 北海道ブロックコンクール 金賞 札幌市民ホール 

 全日本合唱コンクール北海道支部大会 高等学校部門Ｂ 金賞・朝日杯・北海道教育長楯 旭川市民文化会館大ホール 

 全日本合唱コンクール 全国大会 高等学校部門Ｂ  銅賞  大宮ソニックシティー大ホール 

全国高等学校総合文化祭 合唱部門 文化連盟賞  びわ湖ホール大ホール 

    NHK学校音楽コンクール全国コンクール 高等学校部門  優良賞  NHKホール 

コーラスフェスティバル（6月）札幌市教育文化会館大ホール 

高文連石狩支部演奏会 石狩支部代表（6月）札幌市教育文化会館大ホール 

高野連主催 南北海道大会の開会式 新聞に掲載される（7月）札幌円山球場 

旭山音楽祭 新聞に掲載される（7月）旭山記念公園 

ＰＴＡ全国大会アトラクション（8月）札幌コンベンションセンター 

厚生労働省主催 ハンセン病問題に関するシンポジウムのオープニング（11月）かでる２・７ホール 

札幌市子育て支援センター 未来フェスタ札幌2015 アトラクション（11月）エルプラザホール 

さっぽろスクール音楽祭（11月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

札幌コンサートホールKitara主催 クリスマス・オルガンコンサート（12月）Kitara大ホール 

クリスマスコンサートに出演（12月）ホテルエミシア チャペル 

慈啓会クリスマスコンサート（12月）札幌慈啓会養護老人ホーム 

第１５回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成２８年度 104名                              

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会  金賞 わくわくホリデーホール（市民ホール） 

NHK全国学校音楽コンクール 北海道ブロック大会 銀賞 わくわくホリデーホール（市民ホール）  

全日本合唱コンクール 北海道支部大会 高等学校部門Ｂ  

金賞・朝日杯・北海道知事賞・北海道教育長賞 釧路市民文化会館大ホール  

全日本合唱コンクール全国大会 高等学校部門Ｂ  銀賞  レグザムホール（高松市） 

札幌市青年会議所 クリス・ハートさんとの共演（5月）ニトリ文化ホール 

藻岩山の日コンサート（5月）ロープウェイ中腹駅 ホール 
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日本ハム交流戦開会式 君が代斉唱（6月）札幌ドーム 

高文連石狩支部大会 （6月）教育文化会館 

コーラスフェスティバル （6月）札幌コンサートホールKitara小ホール 

STV熱烈ホットサンドに出演（7月） 

高野連主催 南北海道大会開会式に出演（7月）札幌円山球場 

旭山音楽祭に出演 新聞に掲載される（7月）旭山記念公園 

日本テレビ（STV）24時間テレビに出演（8月）AEON発寒店 

札幌市民合唱祭 第1部（10月） 札幌市民芸術祭大賞受賞 

STVどさんこワイドに 半年間の密着取材のドキュメント（30分版）が放送される (11月) 

全国高等学校普通科校長会（11月） わくわくホリデーホール（市民ホール） 

札幌旭丘高等学校紫雲会（同窓会）総会（11月）プリンスホテル 

さっぽろスクール音楽祭（11月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

北海道高文連７０周年記念式典（12月）道新ホール  

札幌コンサートホール主催 クリスマス・オルガンコンサート（12月）Kitara大ホール  

慈啓会クリスマスコンサート（12月）慈啓会養護老人ホーム 

STV どさんこチ・カ・ホdeクリスマスに出演（１２月）地下歩行空間北三条広場 

クリスマスコンサート（12月）ホテルエミシア チャペル 

STVで密着ドキュメントの1時間版が貫地谷しほりさんのナレーションで放送される（12月） 

第16回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成２9年度 99名                              

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 札幌地区大会 金賞 わくわくホリデーホール（市民ホール）  

NHK全国学校音楽コンクール 北海道ブロック大会 銅賞 わくわくホリデーホール（市民ホール）  

全日本合唱コンクール 北海道支部大会  金賞・朝日杯・瀬川杯  札幌市教育文化会館大ホール  

全日本合唱コンクール 全国大会 高等学校部門Ｂ（３３人以上無制限）  銀賞  フェスティバルホール（大阪市） 

全道高等学校音楽発表大会 合唱部門 最優秀賞  室蘭市文化センター 

（平成30年8月開催 全国高等学校総合文化祭出場権獲得） 

Kitaraあ・ら・かると スプリング・コーラスセレクション！（5月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

日本ハム交流戦 君が代斉唱（6月）札幌ドーム 

高文連石狩支部演奏会 石狩支部代表に選出（6月）札幌市教育文化会館 

コーラスフェスティバル（6月）札幌コンサートホールKitara小ホール 

旭丘祭（7月）札幌旭丘高校講堂 

高野連主催 南北海道大会開会式（7月）札幌円山球場 

旭山音楽祭に出演 新聞に掲載される（7月）旭山記念公園 

全道高等学校弁論大会（10月）札幌旭丘高校講堂 

札幌市民合唱祭 第1部（10月）札幌市教育文化会館大ホール 

札幌旭丘高等学校紫雲会（同窓会）アトラクション（11月）プリンスホテル 

さっぽろスクール音楽祭 浜松市ユース吹奏楽団との合同演奏（11月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

慈啓会クリスマスコンサート（12月）慈啓会養護老人ホーム 

クリスマスコンサート（12月）ホテルエミシア チャペル 

北海道150年事業「キタデミー賞」に出演 吉永小百合さん、樹木希林さんらと共演（2月）ニトリ文化ホール 

札幌フコク生命越山ビル「sitatte sapporo」開業１周年イベント（３月）札幌フコク生命越山ビル 

レバンガ北海道 アトラクション（３月）北海きたえーる 

第1７回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

平成３０年度 ８８名                              

全国高等学校総合文化祭（高文連全道大会）出場  文化連盟賞  長野県長野県民ホクト文化ホール 

全日本合唱コンクール 北海道支部大会 金賞・北海道知事賞 伊達歴史の杜カルチャーセンター 

全日本合唱コンクール 全国大会 高等学校部門B（３３人以上無制限）  銀賞  長野県長野県民ホクト文化ホール 

アリオ札幌「ガクエンサイ」（4月）アリオ札幌 

高文連石狩支部大会（６月）札幌市教育文化会館大ホール   

コーラスフェスティバル（６月）札幌市教育文化会館大ホール 

旭丘高校60周年記念フォーラム（６月）「凱旋行進曲」「乾杯の歌」「校歌」を披露 

旭丘祭（７月）札幌旭丘高校講堂 

高野連主催 南北海道大会開会式に出演（７月）札幌円山球場 

札幌フコク生命越山ビル「sitatte sapporo」イベント（７月）札幌フコク生命越山ビル 
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日本テレビ（STV）24時間テレビに出演（8月）STVホール 

合唱ミニコンサート（10月）石山中学校 

札幌旭丘高等学校紫雲会（同窓会）アトラクション（10月） 

札幌市民合唱祭 第１部（10月） 

札幌コンサートホールKitaraクリスマスオルガンコンサート（12月）Kitara大ホール 

慈啓会 クリスマスコンサート（12月）慈啓会養護老人ホーム 

北海道を盛り上げるぞスペシャルテレビ みんなで道フェス！2019に出演 大泉洋さん、タカアンドトシさんらと共演（2月） 

第1８回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

令和元年度（平成31年度）   ８５名                     

全日本合唱コンクール 北海道支部大会 金賞および教育長賞受賞 帯広市民文化ホール 

全日本合唱コンクール 全国大会 高等学校部門B（33人以上無制限）  銅賞  岡山シンフォニーホール 

コーラスフェスティバル（6月）カナモトホール（市民ホール） 

高文連石狩支部大会（6月）札幌市教育文化会館大ホール 

旭丘祭（7月）札幌旭丘高校講堂 

高野連主催 南北海道大会開会式（7月）札幌円山球場 

GENERATIONS LIVE TOUR 2019″少年クロニクル″ コラボレーション演奏で出演（8月）札幌ドーム 

合唱ミニコンサート（9月）石山中学校 

旭山音楽祭（9月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

札幌旭丘高等学校紫雲会（同窓会）アトラクション（10月） 

札幌コンサートホールKitara主催 クリスマスオルガンコンサート（12月）Kitara大ホール 

慈啓会クリスマスコンサート（12月） 慈啓会養護老人ホーム 

第1９回定期演奏会（3月）札幌コンサートホールKitara大ホール ※中止 

令和２年度    ８２名                              

   中庭コンサート（9月）札幌旭丘高校中庭 

   さっぽろスクール音楽祭（１１月）※動画公開 

   慈啓会クリスマスコンサート（１２月）※動画寄贈 

   第２０回定期演奏会（３月）札幌文化芸術劇場hitaru 

令和３年度    ７２名                        

高文連石狩支部大会 石狩支部代表に選出（8月） 札幌市教育文化会館大ホール 

全道高等学校音楽発表大会 合唱部門 最優秀賞 岩見沢市民会館（令和４年8月開催 全国高等学校総合文化祭出場権獲得） 

全日本合唱コンクール 北海道支部大会 高等学校部門B（３３人以上無制限）金賞受賞 札幌市教育文化会館大ホール 

札幌コンサートホールKitara主催 クリスマスオルガンコンサート（12月）Kitara大ホール 

  第２１回定期演奏会（３月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

令和４年度    ４９名                        

全国高等学校総合文化祭（高文連全道大会）出場  文化連盟賞  東京芸術劇場 

全日本合唱コンクール 北海道支部大会 金賞・北海道知事賞 函館市民会館大ホール 

全日本合唱コンクール 全国大会 高等学校部門B（３３人以上無制限）  銀賞  リンクステーションホール青森 

コーラスフェスティバル（6月）札幌コンサートホールKitara小ホール 

高文連石狩支部大会（6月）札幌市教育文化会館大ホール 

旭丘祭（7月）札幌旭丘高校体育館 

高野連主催 南北海道大会開会式 国歌独唱（7月）札幌円山球場 

札幌市市制100周年記念式典（7月）札幌文化芸術劇場hitaru 

スクール音楽祭（1１月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

札幌コンサートホールKitaraクリスマスオルガンコンサート（12月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

ヴォーカルアンサンブルコンテスト（2月）札幌コンサートホールKitara小ホール 

第２２回定期演奏会（３月）札幌コンサートホールKitara大ホール 

 


