
息を通して自らを表現しつつ、他者の存在を意識し、想いを想像し、対話の礎とする。 

そうすることで多様な世界を受け入れる土壌を自らの中に培うことができる。 

いま辛い思いをしている子どもたちこそが、きっと人の胸を打つ音楽を奏でる大人になる。 

音楽を希望の糧にしてほしい                      丸谷明夫 
 

丸谷明夫先生ありがとうございました 

1945年 9月 5日滋賀県生まれ    2021年 12月 7日ご逝去(享年 76歳) 

 丸谷明夫先生は、2008年 5月に関西吹奏楽連盟理事長に就任。さらに 2013年 5月には一般社団

法人全日本吹奏楽連盟理事長に就任され、同年 6月に関西吹奏楽連盟会長に就任されました。2021

年 5月に退任されるまで 8年間、関西のみならず日本の吹奏楽界のリーダーとして歩みを止めるこ

となく、生涯を通して吹奏楽の普及発展のために尽力され多大なご功績を挙げられました。 

 中学校時代から吹奏楽に慣れ親しみ、独学で指揮法、合奏方法の研鑽に努められ、全日本吹奏楽

コンクールには大阪府立淀川工業高等学校（現在の大阪府立淀川工科高等学校）を率いて国内最多

の 40回の出場を果たし、金賞を国内最多の 32回受賞されました。また全日本マーチングコンテス

トでも 23回出場し全て金賞を受賞されました。 

 厳しい中にも温かみのある指導方法で、強い信念と高い目標を掲げ、旺盛な研究心、豊かな経験

と高い見識のもと着実に指導の効果を上げられました。常に礼儀正しく温厚な態度で相手に接する

一方、確固たる信念のもと困難な課題にも率先して臨み、生徒のみならず、顧問や指導者にも影響

を与え、地域の人々からも敬愛される先生でした。 

また、「ドキュメントにっぽん～みんなで吹いたら日本一」「笑ってこらえて～吹奏楽の旅～」「題

名のない音楽会」等、メディアにも数多く出演され、吹奏楽を親しみやすく解説すると共に、吹奏

楽の持つ多様な表現力、そのパワーと豊かな響きの芸術性を広く社会に伝え、吹奏楽の人気を高め

ていただきました。 

 さらに後進の育成にも取り組まれ、その薫陶を受けた演奏家や指導者は数知れず、それらの方々

は日本のみならず広く世界で活躍されています。そして地域に根ざした音楽活動にも大いに力を注

ぎ、平成 2 年 9 月より毎年、淀工吹奏楽部を率いて大阪西成区で、「たそがれコンサート」を 30

回続けられ、地域の皆さんにも愛され、大きな感動と生きる勇気を与えることに多大な貢献をされ

ました。 

 一方、文化庁主催の「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議」の委員

に就任され、ガイドラインに沿ったクラブ活動のあり方について全国の声をお伝えくださるととも

に、効果的な練習内容や短時間集中の練習方法などについても研究を重ね、率先垂範の気概を持っ

て全国の加盟団体と共にその中心となり前進されていました。 

ここに丸谷明夫先生のお人柄を偲び、ご功績に感謝しご冥福をお祈りいたします。



経歴 

1964年     大阪府立淀川工業高等学校赴任 

1970年    大阪府吹奏楽連盟常任理事 

1972年    大阪府吹奏楽連盟事務局長 

1977年           関西吹奏楽連盟理事 

1983年    社団法人全日本吹奏楽連盟理事 

1988年    大阪府吹奏楽連盟副理事長 

1997年    社団法人全日本吹奏楽連盟常任理事 

2006年    大阪音楽大学特任教授 

2007年    大阪府吹奏楽連盟理事長 

関西吹奏楽連盟副理事長 

          社団法人全日本吹奏楽連盟副理事長          

2008年    関西吹奏楽連盟理事長 

2010年    第 45回大阪市民表彰文化功労賞受賞 

2011年    大阪府立淀川工科高等学校名誉教諭 

2013年    一般社団法人全日本吹奏楽連盟理事長 

関西吹奏楽連盟会長 

2014年    大阪音楽大学客員教授 

2015年    大阪府・市による大阪文化賞受賞 

2018年    文化庁文化部活動の在り方に関する総合的なｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成検討会議委員 

2019年    文化庁長官表彰受賞  

2019年    平成 31年度憲法記念日大阪府知事表彰受賞 

2021年     文科省社会教育功労者表彰受賞 

 

全日本吹奏楽コンクール受賞歴  

1974年 銀賞  リシルド序曲 

1975年  金賞   トッカータとフーガ ニ短調 

1976年 銀賞  ハンガリー狂詩曲第 2番 

1977年 銅賞  歌劇《運命の力》より序曲 

1978年 銀賞  交響組曲《寄港地》よりⅡ.チュニスよりネフタ Ⅲ.バレンシア 

1979年 銀賞    歌劇《シチリア島の夕べの祈り》より序曲 

1980年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

1981年  金賞   歌劇《シチリア島の夕べの祈り》より序曲 

1982年  金賞   エル・サロン・メヒコ 

1983年  金賞   吹奏楽のための神話《天岩戸の物語による》 

1984年 銀賞  交響組曲《寄港地》よりⅡ.チュニスよりネフタ Ⅲ.バレンシア 

1985年  金賞   エル・サロン・メヒコ 

1986年  金賞   アルメニアン・ダンス・パート I 

1987年  金賞   トッカータとフーガ ニ短調 

1988年  金賞   吹奏楽のための神話《天岩戸の物語による》 

1989年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

1990年 ５金  特別演奏 

吹奏楽のための第 1組曲 リンカンシャーの花束よりハークストゥの農場 

  歌劇《アイーダ》より第 2幕凱旋行進曲  ザ・ヒット・パレード 

1991年 銀賞  歌劇《シチリア島の夕べの祈り》より序曲 

1993年  金賞   エル・サロン・メヒコ 

1994年  銀賞  交響的印象《教会のステンドグラス》よりⅡ.大天使聖ミカエル 

1995年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲より 



1996年  金賞   スペイン狂詩曲より IV.祭り 

1997年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

1999年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲より夜明け 全員の踊り 

2000年  金賞   スペイン狂詩曲 より IV.祭り 

2001年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

2003年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲よりイントロダクション 夜明け 全員の踊り 

2004年  金賞   スペイン狂詩曲 

2005年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

2007年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲より夜明け 全員の踊り 

2008年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

2009年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲より夜明け 全員の踊り 

2011年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

2012年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲よりイントロダクション 夜明け 全員の踊り 

2013年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

2014年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲より夜明け 全員の踊り 

2015年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

2016年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲より夜明け 全員の踊り 

2017年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲より夜明け 全員の踊り 

2018年  金賞   大阪俗謡による幻想曲 

2019年  金賞   バレエ音楽ダフニスとクロエ第 2組曲より夜明け 全員の踊り 

2020年 中止  新型コロナ感染拡大のため      

2021年     出場辞退 

 

全日本マーチングコンテスト受賞歴 

1990年  優秀賞  アメリカン・ファンタジー 星条旗よ永遠なれ  

1991年  金賞   マーチエレガント  カーペンターズフォーエバー 

1992年  金賞   ハイデックスブルク万歳 ボギー大佐 他 

1994年  金賞   ハイデックスブルク万歳 カーペンターズフォーエバー 

1995年  金賞   ハイデックスブルク万歳 スティーンソング 

1998年  金賞   ハイデックスブルク万歳 カーペンターズフォーエバー 

1999年  金賞   ハイデックスブルク万歳 カーペンターズフォーエバー 

2000年  GS賞   星条旗よ永遠なれ TSUNAMI 

2002年  金賞   ハイデックスブルク万歳 カーペンターズフォーエバー 

2003年  金賞   栄光を讃えて ハイデックスブルク万歳  

2004年  金賞   栄光を讃えて ハイデックスブルク万歳  

2006年  金賞   ハイデックスブルク万歳 カーペンターズフォーエバー 

2007年  金賞   ハイデックスブルク万歳 カーペンターズフォーエバー 

2008年  金賞   イントロダクション ハイデックスブルク万歳  

2010年  金賞   リンカンシャーの花束より ハイデックスブルク万歳 

2011年  金賞   リンカンシャーの花束より ハイデックスブルク万歳 

2012年  金賞   リンカンシャーの花束より ハイデックスブルク万歳 

2014年  金賞   リンカンシャーの花束より カーペンターズフォーエバー 

2015年  金賞   ハイデックスブルク万歳 カーペンターズフォーエバー 

2016年  金賞   ハイデックスブルク万歳 カーペンターズフォーエバー 

2017年  金賞   リンカンシャーの花束より ハイデックスブルク万歳 

2018年  金賞   リンカンシャーの花束より ハイデックスブルク万歳 

2019年  金賞   リンカンシャーの花束より ハイデックスブルク万歳 

2020年 中止  新型コロナ感染拡大のため 



2021年     不参加 


