
[2001～2021年度活動歴] 

 

 神戸女学院大学 幼稚園・小中学校 その他の施設・団体 

2001（平成13） ・「楽器で遊ぼう！～子どものための体験コンサート～」を試行的に神戸女学院大学で開催 参加者300人 

2002（平成14） ・「七夕コンサート」参加者196人 

・「オルガン・コンサート」参加者280人 

・「クリスマス・コンサート」参加者662人 

・西宮市立広田小学校５年大学訪問 

（パイプ･オルガン） 

・学校法人雲雀丘学園小学校5年 

・尼崎市立上坂部小学校 6年 

・西宮市立段上小学校4年 

・神戸女学院中学部1年(2回開催) 

・西宮市立瓦木小学校3年PTA 

・西宮市立広田小学校 

（4回開催：1、２、３、4年） 

・宝塚市立美座小学校4年 

・大阪大学医学部附属病院 七夕コンサート 

・日本基督教団 伊丹教会 婦人会 

・川西市中央公民館 土曜体験講座 

・はーとふるセゾン宝塚（高齢者デイケア施設） 

・西宮市立小中養護学校 

事務研究会創立50周年記念パーティー 

・大阪大学医学部附属病院 クリスマス・コンサート 

・「学校サポートにしのみや」実践交流会 

2003（平成15） ・「七夕コンサート」 参加者256人 

・「スペシャル・コンサート」 参加者335人 

・「クリスマス・コンサート」 参加者1,198人 

・学校法人雲雀丘学園小学校 5年 

・尼崎市立上坂部小学校(2回：4･5年、6年) 

・神戸女学院中学部 1年 

・西宮市立段上小学校 4年 

・西宮市立西宮浜中学校 2年 

・宝塚市立すみれガ丘小学校 

   (3回：3年、4年、3＋4年) 

・千船病院「健康まつり」 

・「ピアノ名曲コンサート」参加者311人 

 （舞子ビラ神戸あじさいホール) 

 （神戸市民文化振興財団「アートベンチャー」 

入選事業） 

・「学校サポートにしのみや」実践交流会 

2004（平成16） ・「七夕コンサート」 参加者448人 

・「スペシャル・コンサート」 参加者336人 

・「クリスマス・コンサート」参加者1229人 

・兵庫県私立学校研究会音楽部会 

＜パイプ・オルガンの体験学習＞ 

・雲雀丘学園小学校 5年 

・学校法人宝塚市立すみれガ丘小学校 

（2回：4年、5年） 

・箕面市立病院「七夕コンサート」 

・千船病院「健康まつり」 

・宝塚栄光教会 クリスマス・コンサート 

・「学校サポートにしのみや」 

実践交流会（司会・総括） 

2005（平成17） ・「七夕コンサート」参加者568人 

・「スペシャル・コンサート」参加者262人 

・「クリスマス・コンサート」参加者1138人 

・和歌山大学教育学部 

附属小学校6年生 
・尼崎市立上坂部小学校 6年 

・神戸女学院中学部 1年 

・西宮市立あおぞら幼稚園 

・神戸市立博物館 

「日本最古のスタンウェイが語る元町音楽物語～神戸女学院秘蔵のスク

エア・ピアノの展示と演奏～」 

・西宮市立子育て総合センター 

「子育てに優しい風を吹かせよう 

～子育てを子どもと音楽とともに～ハープの演奏にのせて」 

・甲東デイサービス・センター 

2006（平成18） ・「七夕コンサート」参加者780人 

・「オルガン・コンサート」参加者197人 

・「クリスマス・コンサート」参加者1277人 

・兵庫県立こやの里養護学校訪問教育部 

・神戸市立本山第二小学校 

（2回：1～3年、4～6年） 

・神戸女学院中学部 1年 

・西宮市立今津幼稚園 

・西宮市立夙川幼稚園 

・西宮市立上ヶ原幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 5年 

・西宮市立甲陽園小学校 3年 

・西宮市立越木岩幼稚園 

・宝塚市立すみれガ丘小学校３年 

・大阪市立総合医療センター 

・国立病院機構神戸医療センター 

（2回：8、12月） 

・神戸市立中央市民病院（2回：9、11月） 

 

2007（平成19） ・「七夕コンサート」参加者965人 

・「スペシャル・コンサート」参加者365人 

・「クリスマス・コンサート」参加者1111人 

・「春のスペシャル・コンサート」参加者550名 

・神戸女学院中学部 1年 

・兵庫県立こやの里特別支援学校 

訪問教育部 

・西宮市立浜甲子園幼稚園 

・大阪YMCAインター・ナショナル・スクール 

・学校法人雲雀丘学園小学校 5年 

・芦屋市立西山幼稚園 

・野木病院 

・西宮名塩伝道所 

・神戸愛生園 

・大阪府立成人病センター 

・神戸市立中央市民病院（2回：9、11月） 

・国立病院機構兵庫中央病院 

・国立病院機構神戸医療センター 
・国立病院機構刀根山病院 

2008（平成20） ・「七夕コンサート」参加者723人 

・「スペシャル・コンサート」 

神戸公演：参加者352人 

東京公演：参加者328人 

・「クリスマス・コンサート」参加者753人 

・西宮市立夙川幼稚園 

・学校法人高羽幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 5年 

・若松町自治体青少年部（大社小学校） 

・甲東デイサービス・センター 

・神戸市立医療センター中央市民病院 

（2回：9月、2009年1月） 

・国立病院機構兵庫中央病院 

・国立病院機構刀根山病院 

2009（平成21） ・「七夕コンサート」参加者814人 

・「スペシャル・コンサート」参加者226人 

・「クリスマス・コンサート」参加者812人 

・西宮市立春風幼稚園 

・西宮市立夙川幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 5年 

・神戸市立医療センター中央市民病院 

・社団法人佳生会 野木病院 

・国立病院機構刀根山病院 

2010（平成22） ・「七夕コンサート」参加者602人 

・「スペシャル・コンサート」参加者330人 

・「クリスマス・コンサート」参加者780人 

・西宮市立夙川幼稚園 

・西宮市立春風幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 5年 

・神戸市立医療センター中央市民病院 

・国立病院機構兵庫中央病院 

・社団法人佳生会 野木病院 

・長吉総合病院 

・国立病院機構刀根山病院 

 

年 度 



 神戸女学院大学 幼稚園・小中学校 その他の施設・団体 

2011（平成23） ・「七夕コンサート」参加者729人 

・「スペシャル・コンサート」参加者137人 

・「クリスマス・コンサート」参加者794人 

・西宮市立夙川幼稚園 

・西宮市立春風幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

・神戸市立医療センター中央市民病院 

・国立病院機構兵庫中央病院 

 

2012（平成24） ・「七夕コンサート」参加者641人 

・「子どものための音楽作りワークショップ」参加

者39人 

・「クリスマス・コンサート」参加者688人 

・西宮市立春風幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

・国立病院機構兵庫中央病院 

・大阪市立総合医療センター 

・社団法人佳生会 野木病院 

・神戸市立医療センター中央市民病院 

・兵庫県立明石西高等学校 

・国立病院機構刀根山病院 

・特定非営利活動法人もみの木 

2013（平成25） ・「七夕コンサート」参加者665人 

・「オルガン・コンサート」参加者325人 

・「クリスマス・コンサート」参加者600人 

・西宮市立春風幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

・兵庫県立芦屋特別支援学校 

・国立病院機構兵庫中央病院 

・大阪市立総合医療センター 

・国立病院機構刀根山病院 

・特定非営利活動法人もみの木 

2014（平成26） ・「七夕コンサート」参加者631人 

・「子どものための音楽作りワークショップ」参加

者38人 

・「スペシャル・コンサート」参加者311人 

・「クリスマス・コンサート」参加者529人 

・西宮市立春風幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

・大阪市立総合医療センター 

・国立病院機構兵庫中央病院 

・神戸市立医療センター中央市民病院 

・医療法人社団佳生会野木病院    

・国立病院機構刀根山病院 

2015（平成27） ・「七夕コンサート」参加者577人 

・「子どものための音楽作りワークショップ」参加

者41人 

・「クリスマス・コンサート」参加者763人 

・西宮市鳴尾北幼稚園 

・西宮市立春風幼稚園 

・兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校 

中学1.2.3年 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

・神戸市立医療センター中央市民病院 

・国立病院機構兵庫中央病院 

・医療法人社団佳生会野木病院    

・大阪市立総合医療センター 

・国立病院機構刀根山病院 

2016（平成28） ・「七夕コンサート」参加者605人 

・「子どものための音楽作りワークショップ」参加

者47人 

・「クリスマス・コンサート」参加者782人 

・「スペシャル・コンサート」参加者516人 

・西宮市立門戸幼稚園 

・西宮市立鳴尾北幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

・神戸市立医療センター中央市民病院 

・医療法人社団佳生会野木病院 

・国立病院機構兵庫中央病院 

・大阪市立総合医療センター 

・国立病院機構刀根山病院 

2017（平成29） ・「七夕コンサート」参加者525人 

・「子どものための音楽作りワークショップ」参加

者32人 

・「スペシャル・コンサート」参加者245人 

・「クリスマス・コンサート」参加者730人 

・西宮市立門戸幼稚園 

・西宮市立鳴尾北幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

・兵庫県立東はりま特別支援学校 高等部 

・医療法人社団佳生会野木病院   

・国立病院機構兵庫中央病院 

・国立病院機構刀根山病院 

2018（平成30） ・「七夕コンサート」参加者227人 

・「子どものための音楽作りワークショップ」参加

者22人 

・「スペシャル・コンサート」参加者164人 

・「クリスマス・コンサート」参加者782人 

・西宮市立門戸幼稚園 

・西宮市立用海幼稚園 

・西宮市立子育てセンター付属 

あおぞら幼稚園 

・西宮市立鳴尾北小学校 2年 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

・兵庫県立東はりま特別支援学校 高等部 

・医療法人社団佳生会野木病院   

・国立病院機構兵庫中央病院 

・国立病院機構刀根山病院 

2019 

（平成31、 

令和１） 

・「七夕コンサート」参加者646人 

・「子どものための音楽作りワークショップ」参加

者37人 

・「クリスマス・コンサート」参加者679人 

・「オルガン・コンサート」参加者281人 

・西宮市立門戸幼稚園 

・西宮市立用海幼稚園 

・西宮市立子育てセンター付属 

あおぞら幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

 

・医療法人社団佳生会野木病院  

・大阪市立総合医療センター  

・国立病院機構兵庫中央病院 

2020 

（令和２） 

・「スペシャル・コンサート」参加者86人 

 ※西宮市甲東ホールにて実施 

・「クリスマス・コンサート」参加者180人 

・「スプリング・コンサート」参加者155人 

 ※七夕コンサートの代替 

・西宮市立門戸幼稚園 

・西宮市立子育てセンター付属 

あおぞら幼稚園 

・学校法人雲雀丘学園小学校 4年 

 

新型コロナ・ウイルスの影響により実施せず 

2021 

（令和３） 

・「オルガン・コンサート」参加者268人 

・「クリスマス・コンサート」参加者545人 

  

（2022年3月現在） 

年 度 


