新型コロナウイルスによる影響で、学校現場でも様々な活動が中止せざるをえなくなりまし

高校生 が 企画運営・生配信 するオンライン文化祭！
Day.1

2020.

10/31

14:00（土）配信開始

Day.2

みんなで参加！ 世界へ羽ばたけ！

〜 みんなでまぜまぜ 〜

他、企画多数！

３校合同イベント 14:00〜16:40

域を照らし、さらには地域を超えて日本全体に夢と希望、そして前に踏み出す勇気を与え
る活動を打ち出すイベントとして本年、2020 年は『オンライン版 GLE』を開催します。

2020.

※当日、プログラム内容、配信時間など変更になる場合があります。ウェブにてご確認ください。

第１部

た。その中で、生徒が自分たちの力で世界一流の音楽と自らのパフォーマンスを通して地

11/3

13:00（火）配信開始

※当日、プログラム内容、配信時間など変更になる場合があります。ウェブにてご確認ください。

13:00〜14:30（90 分）

世界一流アーティスト LIVE
オンライン生ライブ＆中継！

オンライン生投票 最優秀を決めるのはあなたです！

離れていても心はひとつ！ 総勢500人で
つくったミュージック・クリップ初披露！

NY、スイス、イスラエル、韓国から世界の一流アーティストがオンライン
中継でサプライズ！ 世界が称賛するクラシックピアニスト、グラミー賞受
賞ジャズ・ピアニスト＆パーカッショニスト、世界最大規模「１万人の第九」
の第一ソリスト・オペラ歌手…。日本の高校生による国境・ジャンル・世
代を超えたセッション。サプライズ演奏があるかも！？ お楽しみに♪

第７９回アカデミー賞『不都合な 真実２ 放置された地球』から地球温暖
化に関する名シーンを一部朗唱。全国から手を上げてくれた勇気ある未来
のリーダーたちの熱いスピーチで盛り上がろう！

グラミー賞受賞ピアニスト、アロン・ヤブナイ氏が、全国の高校生のため
に特別に作曲した『Sunny Day』を、NY・テルアビブと青森・長崎・倉
敷の高校生ブラスバンドが歌・演奏で参加！
すべてオンラインで創り上げた巨大ミュージック・クリップを初披露します！

第２部

第１回

英語スピーチ朗唱大会

指導・協力：〜 表参道の英語学校 〜

海外アーティストとのワークショップ

Kurashiki High School

Special Performance

コロナ禍でなかなか音楽活動のできない中、先日、やっとの思いで定期演奏会に代わる本番を終えた本校吹奏楽
部。今回は、県内で高大連携として音楽のつながりをもつ「くらしき作陽大学・作陽短期大学」の皆さんと共に、
この GLE のためだけの演奏をお届けいたします！ なんと今回は、大学の先生方も演奏に参加していただくという
超豪華合同演奏！！ その他にも、岡山の魅力をお届けする企画「ぴーち侍 参上！
！」もお楽しみください。

14:50〜15:50（60 分）

倉敷高等学校＆くらしき作陽大学・作陽短期大学

♪ Joint Show ♪

くらしき作陽大学・作陽短期大学シンフォニックバンドのみなさんの演奏をお届けいたします。
日々、専門的なレッスンや授業を受けて研究をされている大学生の皆さんの、美しく華やかな音色をお楽しみくださ
い。最後には本校吹奏楽部との合同演奏も！
場所は、くらしき作陽大学・作陽短期大学『藤花楽堂』よりお届けいたします♪

世界のトップアーティストが応援に来る！

高校 生 企画運営チーム
新時代の高校を創造！ 倉敷クエスト
１．新しい価値を革新的な教育手法で
独自の教育活動を通して学ぶ楽しさ、自主的な行動による喜び、自分を出し切る体験を提供し、生徒一人ひとりの成長に貢献します。
２．チャンスの扉を開く挑戦を支援
自分の可能性を信じる生徒と、自己研鑽を積む教師が一緒になって、新しいチャレンジに取り組む学校風土を創造します。
３．価値のある日々を継続します
「今日」は、すばらしい未来につながる大切な「その日」と捉え、学校全体で価値のある毎日を積み重ね、歴史を刻みます。

岡山県

４．目標に向かって行動できる人間を育成
既存の偏差値評価から脱却し、具体化した目標に向かって行動できる人間の育成を、倉敷高校の目標としています。

倉敷高等学校

協力校
生徒実行委員

からのメッセージ
倉敷高等学校
ＧＬＥ2020 実行委員長
武石 征也

今年のGLEは初のZOOMでの開催となりました。今回のコンサー
トには、
オンラインを通じ、
イスラエルをはじめとした世界的なアー
ティストの方々をお招きすることができました。新型コロナウイル
スにより、全国では様々な行事が中止などの影響を受けていま
す。そんな今だからこそ、オンラインを用いて、今年の祭りやコ
ンサートを楽しみにしていた方々に夢と希望を、またアーティスト
を通じ世界とつながる。その一環として、この度はコンサートを
開催しました。GLE の総力を合わせて、
コンサートとその他のワー
クショップ企画の数々を心ゆくまでお楽しみください。

青森県
松風塾高等学校
長崎県
長崎南山中学・高等学校

ピアニスト

ピアニスト/コンポーザー

バリトン

パーカッショニスト/ボーカリスト/ソングライター

アレクサンダー・ロマノフスキー

アロン・ヤブナイ

キュウ・ウォン・ハン

ジョカ・ペルピナン

Alexander Romanovsky
ローマ教皇、世界の大統領が集まる場でその演
奏を披露する「途方もない才能」と形容された
クラシックピアニスト。ラフマニノフの優れた
演奏に贈られる “クライネフ賞” を受賞。欧米
各地で活発な演奏活動を展開し、2013 年よりモ
スクワの「若い音楽家のためのクライネフ国際
ピアノ・コンクール」の芸術監督に就任。世界
での演奏ツアーの傍ら、日本の若手リーダーシッ
プの育成にも力を注ぎ、2013 年度より本 GLE
教育プログラムの企画に参加。

クラウドファンディングで

gle2020.com

支援募集中！

)NQDCNa.GCFGTUJKR'FWECVKQP
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˨lexander ̣omanovsky

˨lon ̻avnai

(United States

(Switzerland)

of America)

̇yu ̵on ̀an

̄oca ̝erpignan
(Israel)

(South Korea)

史上初の高校生企画！ みんなで世界と繋がろう！
グローバルなオンライン文化祭

Day.2

2020.

世界一流アーティスト
オンライン生ライブ＆中継！
クラシックピアノ、ジャズピアノ、パーカッ
ション、オペラ・バリトン歌手とあらゆ
るジャンルの方の協力を受け、英語で国
境と時差をこえての生トーク！

11/3

13:00 - 14:30
（火）第２部 14:50 - 15:50
第１部

※当日、プログラム内容、配信時間など変更になる場合があります。ウェブにてご確認ください。

オンライン生投票 最優秀を決めるのはあなたです！

離れていても心はひとつ！ 総勢 500 人でつくった

第１回 英語スピーチ朗唱大会

ミュージック・クリップ初披露！

第７９回アカデミー賞『不都合な真実２ 放置

グラミー賞受賞ピアニスト、アロン・ヤブナイ氏

ンを一部朗唱。未来のリーダを担う若き高校

ンド、音楽を愛する高校生 総勢500 名が遠隔で

された地球』から地球温暖化に関する名シー
生による名スピーチに乞うご期待ください！

による特別作曲「Sunny Day」を日本のブラスバ
ともに演奏したミュージック・クリップを初披露！

< 共 催 > 倉敷高等学校
< 主 催 > ＧＬＥ実行委員会
< 協力校 > 長崎南山中学校・高等学校、松風塾高等学校
< 特別協力 > くらしき作陽大学・作陽短期大学
岡山県、岡山県教育委員会、倉敷市、倉敷市教育委員会、朝日新聞岡山総局、倉敷ケーブルテレビ、山陽新聞社、
イスラエル大使館
< 後 援 >
KSB 瀬戸内海放送、OHK 岡山放送、RNC 西日本放送、RSK 山陽放送、TSC テレビせとうち（50 音・ABC 順）
< 運営企画・協力 > 株式会社船井総合研究所、ＣＳＥ株式会社、FORWARD、目から鱗、おうえんフェス、ペライチ（順不同）

参加方法等・
➡
詳しくはこちら

gle2020.com
クラウドファンディングで支援募集中！

「FUNK TANGO」で米グラミー賞を受賞する実
力派ピアニスト。キューバ出身クラリネット奏者
バキート・デ・リベラのピアニストとして共演し、
彼のラテン・ジャズカルテット、ジャズチェンバー
トリオに参加。またチェリスト奏者ヨーヨー・マ
とともにカーネギーホールで演奏。ソリストとし
て Zurich Symphony Orchestra や、アルゼンチ
ンの Colon Teater Philmarmonic Orchestra と
共演。reddie Hubbard,Nancy Willson,Joe
Lovano など著名なアーティストと共演。その
他、ビックバンドリーダーとして作曲や編曲、
多くのアルバムをリリース。

在イスラエル大使館 文化科学部外交官

次世代のグローバルリーダーシップの育成の場として、日本各地の高校生が中心となって実行委員会をつくり、世
界で活躍する一流アーティストを招聘してイベント（大型コンサート・ワークショップ・マスタークラス）を企画運
営する実践型教育プログラムです。2013 年度より活動を開始、今年は７年目。初のオンライン開催となりました。

➡

Joca Perpignan

Kyu Won Han
世界最大規模「サントリー１万人の第九」の第
一ソリスト・オペラ歌手としてお馴染み。世界
各地で幅広く活躍し、国内オーケストラとも多
数共演を重ね、テレビ朝日系「題名のない音楽
会」に 度 々 出 演。母 国・韓 国 で は 国 営 放 送
(KBS) の大河ドラマ「大王世宗」の主題歌や「開
かれた音楽会」などに度々出演し、絶大な人気
を持つ。2018 年、長崎・浦上天主堂で行われた
GLE コンサートでは「蝶々夫人」シャープレス
役で高校生たちと一緒にオペラを創り上げ、日
本の次世代への音楽教育にも力を注いでいる。

パーカッショニストとして、ブラジルとイスラ
エルを拠点に、世界中のトップアーティストと
共演。
ブラジルのリオデジャネイロで生まれ育った
ジョカ・ペルピナンは、多文化的なバックグラ
ウンドを持ち、ラテン・ジャズの大御所たちと
の共演多々。
イスラエルの有名なザ・イダン・ライヒェル・
プロジェクトのメンバーでもあり、Alon Yavnai
とともにデュオとして多々活動をしている。

協力サポート

ＧＬＥ（Global Leadership Education）
Education）とは？

参加方法等・
詳しくはこちら

Alon Yavnai

# みんなのオンFes

を付けて、SNS で拡散しよう！

アリエ・ローゼン氏 からのメッセージ

音楽はコミュニケーションの最良の方法の１つであり、言語の違いによるギャップを埋めてくれるものです。今回、日本全国規模で、経歴や世代の異なる日本の高校生とイ
スラエルのミュージシャンが、オンラインを通して聴衆の皆様と共に音楽の楽しみを分かち合うこの素晴らしいプログラムが現実の運びになりましたことを、大変嬉しく思
います。GLE という極めてユニークな枠組みの中で、イスラエルの素晴らしい世界的に著名な２人のミュージシャンが参加をし、日本の学生達がミュージック・クリップ
を遠隔でつくりあげたことを、私達は大変誇りに思います。関係者全てのご成功と、聴衆の皆様方が真に音楽の楽しさを堪能されることをお祈りします。

< 主 催 > ＧＬＥ実行委員会
< 後 援 >

< 共 催 > 倉敷高等学校

イスラエル大使館

< 特別協力 > くらしき作陽大学・作陽短期大学

< 協力校 > 長崎南山中学校・高等学校、松風塾高等学校

岡山県、岡山県教育委員会、倉敷市、倉敷市教育委員会 / 朝日新聞岡山総局、倉敷ケーブルテレビ、山陽新聞社、KSB 瀬戸内海放送、OHK 岡山放送、
RNC 西日本放送、RSK 山陽放送、TSC テレビせとうち（50 音・ABC 順）

< 運営企画・協力 > 株式会社船井総合研究所、ＣＳＥ株式会社、FORWARD、目から鱗、おうえんフェス、ペライチ（順不同）

