
 

 

 

 

 

 

 

    

１．団報創刊について１．団報創刊について１．団報創刊について１．団報創刊について    “プロアルテ通信”“プロアルテ通信”“プロアルテ通信”“プロアルテ通信”    

歌は楽しい。仲間と一緒に歌うことはもっと楽しい。他のコーラス仲間と友情のハーモニーを奏で

るのもまた楽しい。そんな出会いを育む場として『プロアルテ通信』なる団報を創刊してみました。合

唱団の活動や練習曲について啓蒙をすすめるのも良いでしょう。各人の趣味や関心ごとを掲載して、

楽しみの輪を広げていくのも良いでしょう。毎回の練習に集えない団員さんを置き去りにしたまま…

なんてことのないように、様々な状況の中でもなんらかの形で繋がっていけると良いですね。編集担

当者も募集したいと思いますが、まずは、掲載して欲しい記事をメールか口頭にて、主宰またはマネ

ージャーまでお知らせください。お待ちしております。 

 

２．団体名について２．団体名について２．団体名について２．団体名について    “プロアルテ室内合唱団”“プロアルテ室内合唱団”“プロアルテ室内合唱団”“プロアルテ室内合唱団”    

混声ヴォーカルアンサンブルとして活動を開始した当団ですが（現在８名の在籍）、募集の拡大を

図るために団体名を定めました。市民サークルとして各種の登録する際にも、団体名、会則、活動

計画くらいは最低限必要なようです。 “プロアルテ”とはイタリア語で「芸術のために」の意です。単

に、自己満足的な歌う楽しさだけにとどまることなく、演奏者と聴衆が“普遍的な音楽の歓び”を深く

共感できるように、人の声の響きによる温もりといったものを大切にしながら、アマチュアの誇りと歓

びをもって邁進していきたい、そんな祈りをこめて命名しました。合唱音楽の魅力が永遠に不滅なも

のであるといったことを証するためには、非常に魅力的なレパートリー（何度聴いても何度演奏して

も飽きないような曲）を持っていることが不可欠です。クラシックのコンサート会場に足を運ぶ人は、

演奏家の演奏を聴きに行くのではなくて、楽曲、つまり作曲家の作品を聴きに行くといった時代がそ

ろそろやって来るのではないでしょうか。例えばショパンが聴きたいから会場に足を運ぶ人がいて、

そのショパンを弾くのが上手いかどうかで演奏家を選んでチケットを買うと言ったようなことですね。

合唱音楽の世界でも、例えば木下牧子の音楽が聴きたいからとか、マドリガルが聴きたいからとか、

ハンガリーの合唱音楽が聴きたいから…といった感じでコンサート会場に足を運ぶ、そんな時代が

早く来て欲しいと思います。その作曲家の演奏に特に勝れている演奏団体の演奏がもてはやさるべ

きは当然ですね。この作曲家の作品がコンサートのレパートリーに存在する限り合唱音楽が廃れる

事はないであろうといった珠玉の作品を演奏していきたいと考えています。さらに、室内合唱団と続

けたことには次の意味があります。①小編成であること、②無伴奏曲を中心にレパートリーの開拓を

していくこと、③音楽に向きあう姿勢や感覚を磨くだけでなく、表現をより確かなものにするために必

要となるメソッドやテクニックを身につけていくこと、④弦楽アンサンブルのような緻密なアンサンブル、

⑤耳を澄ましてお互いの呼吸を感じ合い、艶やかにメロディーを歌わせ、そこに言葉をのせていくと

いった演奏スタイル、そういった音楽の方向性から室内合唱団としました。話は変わりますが、我々

はこうして自分の時間をさいて活動するほど合唱を愛している、にも関わらず、一般人にはそれほど

広く親しまれていない…そんな風に感じることがしばしばありませんか。合唱をやっていることがそれ

ほどのステータスにもなっていないから、活動している人は周囲の理解を得ることが難しいですよね。

そんなことでやりたくても続けられないというのは実に残念です。『感動は心の扉を開く』という言葉
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がありますが、感動がひとつの鍵となり、素晴らしい感動を受けた方向に人の心を変えていくとも言

います。合唱音楽の感動は、人の心を奮い起こさせて、同時に心の中に抑えつけている諸々の感情

を取り除いてくれる力を持っています。継続には労苦がつきものではありますが、本格的な合唱活動

をこの地（八王子市）で展開することには大きな意味があります。少なくとも私はそう確信しています。

さて、裏話ですが…ダダリオ社のバイオリンやギター弦で同名の製品があります。品質の精巧さ、明

るく艶やかな音色、時代の変遷をもって生まれた背景（別の機会に執筆します）、当団の目指す音楽

の青写真と重なっているような気がしてなりません。理屈っぽい話が続きましたが、「この間のプロア

ルテのあの作品聞きましたか？」とかなんとか…聴衆の印象に何かしら残していけるような合唱団で

ありたいものです。遠い昔と遥かな未来にはさまれて今を生きる私たち。音楽することで自分の生活

に何かしらフィードバックし、自分の生活体験から音楽にも還元していく、そんな柔軟な姿勢で息の

長い活動を続けていきたいですね。プロアルテ＝芸術のために＝自分のために＝かこつことのない

活動（現状ばかりをみて不平不満ばかり言ってないで共に手を取りあって活動に邁進していく）とも

言えます。いろんな人をまきこみながら出会いを重ね、歌う仲間と良き聴衆を確保していきましょう。

そして、合唱界に、地域に、ブランドとして認知されるよう研鑚を重ねていきましょう。（主宰） 

 

３．練習日程について３．練習日程について３．練習日程について３．練習日程について    

 １０／２３（土）   時間 １４：００－１６：００ 

   ３０（土）   場所 八王子市立第六小学校  

 

４．お知らせ４．お知らせ４．お知らせ４．お知らせ    

BS2 クラシック倶楽部 2004年 11月 29日(月) 10:00～10:55 Bモード・ステレオ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

バンキエーリ・シンガーズ  女声２、男声４の混声グループ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

①そしてなんじに告げる ダミオンよ                     エルディ作詞 コチャール作曲 

②来れ 死よ ( シェークスピア作「十二夜」から)                        オルバーン作曲 

③わが君は  ( シェークスピア作「十二夜」から)                        オルバーン作曲 

④道化師のセレナード                                  ベレシュ作詞 オルバーン作曲 

⑤悪魔の踊り                                                ペトロヴィチ作詞・作曲 

⑥花嫁人形                                   蕗谷紅児 作詞 杉山長谷夫 作曲 

⑦こきりこ                                                 富山民謡／小林秀雄 編曲 

⑧日本語のおけいこ                            谷川俊太郎 作詞 寺島尚彦 作曲 

⑨花                                            喜納昌吉 作詞・作曲 信長貴富 編曲 

⑩大きな古時計                                     ワーク作詞・作曲 小林秀雄 編曲 

⑪ダニー・ボーイ                                      アイルランド民謡 ナイト編曲 

⑫サマータイム                            ヘイワード作詞 ガーシュウィン作曲 

⑬チリコンカルネ                                                エーデンロート作曲 

⑭ディトン・オハイオ                           ニューマン 作詞・作曲 ベネット編曲 

⑮イエスタディ                           レノン＆マッカートニー 作詞・作曲  

⑯ハニーパイ                               レノン＆マッカートニー 作詞・作曲  

 ※現在、グループに近しい人物に楽譜入手の交渉を 

重ねております。成功するように祈りましょう！ 

 

発行 ： プロアルテ室内合唱団 

      平成１６年９月２５日  



 

 

 

 

 

 

 

    

１．クリスマスキャロルについて１．クリスマスキャロルについて１．クリスマスキャロルについて１．クリスマスキャロルについて    

クリスマスキャロルはシンプルで美しいメロディーと和声の宝庫です。長い間人々に歌い継がれて

きたトラディショナル・キャロルにも，比較的新しい時代に作曲されたキャロルにも一度聴いたら忘れ

られない魅力をもつものが少なくありません。キャロルは、イギリスで１４世紀末から１５世紀にかけ

てニ声ないし三声の合唱曲としてさかんに歌われていたようです。今日ではキャロルと言えばクリス

マスキャロルですが、当時のキャロルは“民謡ふう”ではあっても民謡そのものではなく、復活祭や政

治上の事柄に結びついたキャロルなんかも存在していたようです。英語とラテン語の歌詞が交ざっ

ていることがこの時代のキャロルの特徴です。今年もクリスマスまであとわずかとなりましたが、歌詞

の発音や内容にとらわれすぎず、まずはメロディーと和声を楽しみましょう。余談ですが、学生時代

に、ホテルでクリスマスキャロルを演奏するアルバイトを経験しました。歌い終えたあとの余韻もさる

ことながら、１２月のクリスマスの雰囲気を味わいながら仲間達と理屈ぬきに楽しんだ練習のひとつ

ひとつ…いまでも大きな糧となっているように思います。にわかクリスチャンになって敬虔な気持ちで

歌ったりする必要もないでしょうから、聴いている人が少しでもうっとりするような演奏を目指して、ま

ずはみんなで味わいましょう。 

 

２．主な練習曲について２．主な練習曲について２．主な練習曲について２．主な練習曲について    

① Ｊｏｙ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ  

クリスチャンでなくとも誰もが知っている「もろびとこぞりて」（賛美歌第 112 番）です。作詞者の

Isaac Watts（1674-1748）はサウザンプトン生まれの英国人で，旧約聖書の詩篇第 98 編「賛歌」

にもとづいて 1719 年に歌詞を書きました。一方曲を書いたのは，アメリカの音楽教師であった

Lowell Mason（1792-1872）です。1836 年の作曲なので，歌詞が作られてから 100 年以上後の英

米合作によってこの名キャロルが生まれたわけです。Mason は有名なヘンデルの「メサイア」を

アレンジしてこの曲を作ったと言われていますが，真実のほどは明らかでありません。 

 

② ＡＮＧＥＬＳ，ＦＲＯＭ ＴＨＥ ＲＥＡＬＭＳ ＯＦ ＧＬＯＲＹ 

この曲には２つの曲がありますが（同じ歌詞で別の曲があります），日本も含めて世界で圧倒

的に有名なのは「あら野のはてに」で知られる賛美歌第 106 番のキャロルでしょう。オリジナル

は古いフランスのキャロル"Les anges dans nos campagnes"といわれていますが，どのくらい前

から歌われていたのかはっきりしないようです。 

英語のキャロルとしては，スコットランド生まれの James Montgomery（1771-1854）が自身の

新聞"Iris"に 1816 年のクリスマスに発表した詩があてられています。もっとも，大半は彼の詞が

そのまま使われているものの，サビのリフレインの部分ではフランスのキャロルの"Gloria in 

excelsis Deo"というラテン語歌詞がそのまま歌われています。このキャロルを初めて聴いた人

は、「この変な言葉はいったいなんだろう？」と思ったりするものですが、「いと高きところに神の

栄光あれ」という意味を表します。 
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③ ＤＩＮＧ！ＤＯＮＧ ＭＥＲＲＩＬＹ ＯＮ ＨＩＧＨ 

この楽しいキャロルは，元々16 世紀フランスのダンス曲で，Arbeau の書いた音楽とダンスの

教則本"Orchesographie"（1588）に収められています。一方、曲に英語歌詞をつけたのは英国

Birkenhead 生まれの牧師 George Ratcliffe Woodward（1848-1934）です。 

 "Ding dong!"は鐘の鳴る音を表しており，クリスマスに教会の鐘が楽しげに鳴り響いている情

景を思い起こさせます。曲の後半は，息継ぎなしに 6 小節にわたって（グロリア）が長く伸ばされ，

"Angels from the Realms of Glory"（あら野のはてに）を連想させる曲でもあります。英国では子

どもに好まれるキャロルとの事ですが、この曲を合唱でぴったりと合わせるには相当高い力量

が必要とされてるような気もします。日本でも「ディンドン鐘が鳴る」とか「ディンドン空高く」の名

で親しまれている曲です。 

 

④ O ＴＡＮＮＥＮ ＢＡＵＭ 

      Tannenbaum とはクリスマス・ツリーに使われる「もみの木」のことであり，日本でも「もみの木」      

で知られるドイツの古いキャロルです。ドイツでは 18 世紀から歌われていたそうですが，この曲

をはじめて英国に紹介したのがヴィクトリア女王の夫君でドイツ人のアルバート公だったという

説があります。（今や世界中に広まったクリスマス･ツリーを飾る風習を英国に伝えたのもアル

バート公だといわれている）。いずれにせよ，英国では 19 世紀ヴィクトリア朝の時代に歌詞が英

訳されて"The Chiristmas Tree"の名で広く歌われるようになりました。ドイツの深い森で，雪や

寒さにも負けずに力強く枝を伸ばしているもみの木の姿が目に浮かんでくるような曲です。 

 

⑤ Ａ ＭＥＲＲＹ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ     

もう説明の必要が無いくらい、有名なクリスマスソングです。この歌そのものは、イギリスに古

くから伝わる民謡ですが、たくさんの人々に愛され続けています。「figgy pudding (いちじくプディ

ング)」というのは、日本ではなじみの薄いものですが、イギリスには果実を干して、こってりした

油で熟成した果実のプディングがたくさんあるようです。その中でも代表的なものが、クリスマ

ス・プディングです。本格的なものは数ヶ月以上熟成させてから味わいますので、ちゃんとでき

ているかどうか、家族みんなが気になって仕方が無いという、とても微笑ましい内容になってい

ます。 

 

⑥ Ｓｉｌｅｎｔ Ｎｉｇｈｔ 

この曲が生まれたいきさつについてはよく知られた話があります。1818 年のクリスマス・イヴ

のこと，オーストリアのオーベンドルフという村の聖ニコラス教会では，１年でいちばん大事なク

リスマスの日を迎えるというのに困ったことに…折悪しくも教会のオルガンが壊れてしまい，賛

美歌の伴奏をすることができなくなってしまったのでした。こうなってはオルガンを使わない新し

い歌をつくるしかない、教会助祭のヨーゼフ・モール（1792-1848）が詩を書き、同教会のオルガ

ニストで小学校長のフランツ・グルーバー（1787-1863）が、二人のソリスト，コーラスにギターを

伴奏とした新しい曲をつけました。こうして急遽作曲され（１時間ほどで曲をつけ完成）、イヴの

日の真夜中のミサで無事に初演されました。1942 年にはクロスビーが歌ってミリオンセラーにな

り、彼は売り上げた 600 万枚の印税収入を中国の恵まれない人々に奉仕するアメリカの伝導機

関に寄付したそうです。誰もが知っていてすぐに歌えるクリスマス・キャロルの代名詞とも言える

この曲は，同時にドイツ語のクリスマスの歌として最も有名なものであります。日本では讃美歌

第１０９番として親しまれています。 

 



⑦ Ｗｈｉｔｅ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ 

1942 年にビング・クロスビー主演のアメリカ映画「ホリデイ・イン」（邦題「スイング・ホテル」）で

発表された曲です。映画は 1954 年に「ホワイト・クリスマス」と改題されてリメイクされました。現

在一般に巷で流れているヴァージョンは、Ｂ・クロスビーのクリスマスＣＤも含めて、’４２年のオ

リジナルではなく、’４７年の再録のようです。 詞・作曲 アービング・バーリン(アメリカ人)、スタ

ンダードの中でも定番中の定番です。かつては史上最も売れたレコードでもありました。 

 

⑧ Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｎｏｗｅｌｌ 

すべてのキャロルの中でもポピュラーな曲の一つである"The First Nowell"は，日本でも非常

に有名な曲です。プロテスタント系の教会であれば，どこの教会でもクリスマス時分になると，こ

の曲を日本語訳した「牧人ひつじを」（賛美歌第 103 番）を歌います。このキャロルは作曲者も作

詞者もよくわかっていない英国のトラディショナル・キャロルで，その起源は 13 世紀にさかのぼ

るとも言われています。一方でこの曲のオリジナルは 15 世紀のフランスにあるという説もあり，

いずれにせよ遠い昔のことなので起源ははっきりしないようです。キャロルを自国の財産と考え，

誇り高い合唱王国でもある英国が，このすばらしいキャロルをライバル国フランスのものと認め

るわけがない…それどころか，アメリカをはじめほかの国では一般的に"The First Noel"と綴る

ところを，英国風に"The First Nowell"と綴る伝統を頑として守っていたりします。  

  音楽と言葉の美しい調和に何回聴いても聴き飽きることがないこの曲は、第1節では"say"と

"lay"，"sheep"と"deep"，第 2 節では"star"と"far"，"light"と"night"というように，すべての節で

美しい韻が踏まれています。 なお，英語歌詞の第 2 節では，羊飼いたちがイエス・キリストの誕

生を知らせるダビデの星を見たことになっていますが，星を見たのは羊飼いたちではなく，三人

の博士なのでこの歌詞の内容は正確ではないようです。 

 

⑨ Ｉｔ ｃａｍｅ ｕｐｏｎ ｔｈｅ ｍｉｄｎｉｇｈｔ ｃｌｅａｒ 

"It came upon the midnight clear"（あめなる神には）といえば，1819 年にボストンに生まれ，

1900 年にデトロイトで没したアメリカの音楽家リチャード・S・ウィリスが 1850 年に作ったキャロル

が圧倒的に有名で，アメリカの代表的なキャロルであるばかりでなく，今や全世界で歌われるキ

ャロルの古典的名曲となっています。6/8 拍子の跳ねるような流麗なメロディーが、一度聴くと忘

れがたい印象を与えます。ところが，英国はここでもこの強力なキャロルに一人敢然と立ち向か

い、普通英国で"It came upon the midnight clear"といえば，自国の誇る作曲家アーサー・S・サ

リヴァン（1842-1900）が 1871 年に英国のトラディショナル・キャロルを編曲したもののことを指し

ます。ロンドンに生まれロンドンに没した生粋の英国人サリヴァンは，台本作家ギルバートとの

コンビで数々の陽気なオペレッタを発表し，ヴィクトリア朝英国で最も人気のある作曲家の一人

でした。しかしいくらコミカルなオペレッタを得意としたサリヴァンでも，さすがにこのキャロルはト

ラディショナル・キャロルの編曲だけあって渋く地味です。ウィリスの曲のような華やかさはない

ものの，英国の合唱団が教会でしっとりと歌うのにいかにもふさわしい曲と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

「指輪物語」で有名なトールキン作の「サンタ・クロースからの手紙」。本の中には彼が書

いた 10 枚の封筒が貼り付けられいます。封筒から順番に手紙を出して読んでいくと、ト

ールキンが「今年は子どもたちにどういうサンタ・クロースの手紙を書いてやろうか？」と

考えている姿や，子供たちがわくわくしながらサンタ・クロースの手紙を開けている姿が

目に浮かぶようです。封筒に書かれたイラストも楽しく、子供も、トールキンファンの大人

も楽しめる“しかけ絵本”です。 



⑩  Ｏ Ｃｏｍｅ，Ａｌｌ Ｙｅ Ｆａｉｔｈｆｕｌ 

知名度という点では，全クリスマス・キャロル中，間違いなくトップ３に入る超有名曲で，日本

でもクリスマス時分はデパートでもスーパーでも BGM として毎日垂れ流し的にかけられていま

す。合唱で聴くこのキャロルには，メロディーの美しさや盛り上がりの点ですばらしい魅力があり

ます。日本の賛美歌集では第 111 番「神の御子は今宵しも」として知られます。この有名なキャ

ロルを作曲したのは，John Francis Wade（1710-1786）という英国人であったと言われますが，

確実なことではないようです。そもそもこの Wade が英国生まれであったかどうかも 100％確実な

ことではないらしい（没したのがフランスなのは確からしいのだが）。素性も経歴もはっきりしない

Wade は，この曲ただ一曲を残したおかげで歴史上に名前をとどめています。歌詞の方は，1751

年のラテン語の聖歌"Adeste fidelis"が元になっており，ラテン語のままでもよく歌われる。一説

では，クリスマスに行われる真夜中のミサに向かう聖職者の行列で歌われたとも伝えられてい

ます。これが英訳されたのは大分後のことで，英国シュールズベリー生まれの Frederick 

Oakeley（1802-1880）が 1841 年に大部分を英訳しましたが，第４節と第５節の訳は William 

Thomas Brooke（1848-1917）によると言われています。 

 

⑪ Ｇｏｄ Ｒｅｓｔ Ｙｏｕ Ｍｅｒｒｙ，Ｇｅｎｔｌｅｍｅｎ 

"God rest you merry, gentlemen"は，英国では「ミスター・ビーン」のシーンで長々と使われる

ほどポピュラーなのに，他の国ではあまり歌われない「不遇」なキャロルです。歌詞も曲も 18 世

紀英国のトラディショナル・キャロルということになっていますが，この曲が英国で広まったのに

は，William Sandys の寄与するところが大きく、彼は英国南西部のトラディショナル・キャロルを

精力的に収集し，1833 年にそのコレクションを"Christmas Carols Ancient and Modern"として出

版しました。"God rest you merry, gentlemen"の歌詞もこの本に含まれています。この歌詞は 15

世紀まで遡るものだと言われおり、曲の方はロンドンで採取されています。現在の形に編曲

（1867）したのは John Stainer（1840-1901）で，彼はオックスフォード大の音楽科教授を務め，ナ

イトの称号も得ています。歌詞 1 行目の"merry"と"gentlemen"の間のコンマ（,）はこれで正しい。

"God rest you merry"は"God keep you merry"（神が汝をよくしたもう）の意味です。なお"you"

のかわりに古い"ye"を使って"God rest ye merry, gentlemen"としているものもあります。 

  この曲はかつては町や村の見張り人が，小銭稼ぎのためにクリスマス・シーズンに町や村で

よく歌ったとされている曲であり、「ミスター･ビーン（ｖｏｌ．４）」の中でも，救世軍のブラスバンドが

この曲を街なかで演奏している。日本では賛美歌第二編 128 番「よのひと忘るな」として収録さ

れています。 

 

※ＲＥＪＯＩＣＥ ＡＮＤ ＢＥ ＭＥＲＲＹ，ＴＨＥ ＣＨＥＲＲＹ ＴＲＥＥ ＣＡＲＯＬ これら２曲については詳細

が分からず今回は掲載できませんでした。（誰か知っている人がいたら教えてください） 

    

３．練習日程について３．練習日程について３．練習日程について３．練習日程について    

 １１／ ６（土）１４：００－１６：００ 於：八王子市立第六小学校 

   １３（土）１４：００－１６：００ 参加者少数のため中止 

    ２０（土）１４：００－１６：００ 於：八王子市立第六小学校 

    ２７（土）１４：００－１６：００ 於：八王子市立第六小学校 

 

 

 

発行 ： プロアルテ室内合唱団 平成１６年１１月６日 

    第２号～クリスマスキャロル特集～ 



 

 

 

 

 

 

 

    

１．練習日程について１．練習日程について１．練習日程について１．練習日程について    

 

   １／ １（土） お休み ※練習会場は全て 

   １／ ８（土） 練習    第六小学校です。           

   １／１５（土） お休み 

   １／２２（土） 練習       

１／２９（土） 練習       

２／ ５（土） お休み       

 

２／１２（土） お休み 

２／１９（土） 練習 

２／２６（土） 練習 

 

２．コンサート情報２．コンサート情報２．コンサート情報２．コンサート情報※練習会場はすべて    

 

 ①足立区民合唱団第２６回定期演奏会 

    平成１７年１月１６日（日）１４：００開演  

ギャラクシティ西新井文化ホール 

フォーレ作曲 《レクイエム》 ｏｐ．４８  

【参考までに】 

ガブリエル・フォーレ（１８４５～１９２４）は、フランスの作曲家。フランクと 

ドビュッシーの間に位置する人で、フランス印象主義の音楽の基礎を作っ 

たといわれています。この《レクイエム》は、１９世紀に書かれた宗教音楽 

では屈指の名作といわれており、《イントロイト（入祭文）とキリエ》《オッフェ 

ルトリウム（奉献唱）》《サンクトゥス（聖なるかな）》《ピエ・イエズ（ああ、イエ 

スよ）》《アニュス・デイ（神の子羊）》《リベラ・メ（われを許し給え）》《イン・パ 

ラディスム（楽園にて）》の７曲からなります。通常聴かれるレクイエムとは 

若干異なり、劇的な《ディエス・イレ》を欠き、安息を願う《イン・パラディスム 

》を置いている点が大きな特徴です。オルガンの重厚な響きと透明感のあ 

るハーモニーのコーラス、キリスト教の知識がなくとも何だか荘厳な、そし 

て癒されるような、心安らぐ音楽、こんな素敵な曲を知らなかったら、人生 

もったいないと思うほどの名曲だと言う人もいたりします。 

 

野波団長が出演しますので、この機会に生演奏を聴いてみるのもよいでしょう。 
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～ＴＶＥＣ出演者～ 

１／２３（日） 賛助出演練習 調布市文化会館たづくり 

１／３０（日） 賛助出演練習 （南口から徒歩３分） 

２／ ６（日） 賛助出演練習 

２／１１（金） ＴＶＥＣ本番  北とぴあ（王子駅） 

※状況により２／５（土）臨時練習が入るかもしれません。

 

 

来年もがんばろう！ 



 ②東京外国語大学混声合唱団コール・ソレイユ第３０回記念演奏会 

    平成１６年１２月２６日（日）１７：３０開演 武蔵野市民文化会館大ホール 

第一ステージ クリスマスキャロル集 

O Come, All Ye Faithful／Angels, from the Realms of Glory／ 

O Little Town of Bethlehm／The First Nowell／Joy to the World 

第二ステージ 石垣りんの詩による五つの混声合唱曲「朝のパン」 

朝のパン／冠／花／種子／子守唄 

作詩：石垣りん 作曲：萩京子 

第三ステージ 寺山修司の詩による 6 つのうた「思い出すために」 

かなしみ／手紙／世界の一番遠い土地へ／ぼくが死んでも／ 

思い出すために／種子 

作詩：寺山修司 作曲：信長貴富 

第四ステージ 旅の歌(委嘱初演作品／卒団生合同ステージ) 

作詩：ヘルマン・ヘッセ 訳詩：高橋健二 作曲：木下牧子 

第五ステージ 邪宗門秘曲(卒団生合同ステージ) 

作詩：北原白秋 作曲：木下牧子 

指揮：鈴木成夫 ピアノ：山内知子 ※第三ステージ～第五ステージ 
 
我々がホール練習をした翌日に大ホールの方で木下さんの委嘱曲初演があります。キャロ
ルは同じ編曲かもしれませんね。というのもこの合唱団、主宰の古巣だったりするんです… 

   私としては今回アンコールに何をもってくるのかが一番の関心事だったりもします。 

  

３．その他 風が起こる (波多野睦美 メゾ・ソプラノ) 

美しい声とはなにか。声楽をなりわいとするものにとって、この問いはあまりに巨大です。反面、シンプルな答え

を要求される問いともいえます。そのことをもっとも痛感する時間──「レッスン」のなかでのことを書いてみます。 

レッスンに来る人たちは大きくは「発声」を習いたい人と「レパートリー」つまり曲を習いたい人に分かれます。「発

声」をどうにかしてほしい、と思ってくる人は歌をうたうことが好きで好きでたまらない、やめられない、なのに歌って

るあいだじゅう苦しい……という状態です。はじめてのレッスンのとき、たいてい「自分の歌をどう思ってますか？ 

どういうふうに歌いたいですか？」という質問から始めます。このときよく遭遇するのが、自分の声をあまり好きでは

ない人が意外に多いという事実です。理由としてはウン十年前の小学生のころ、音楽の先生から「もう少し小さな

声で歌え」といわれた、などがあったりします。録音された自分の声をはじめて聞いたときのショックが残っている、

というのも大きいように思います。自分自身の声は頭がい骨に響いた音を内耳で聞き、外部の音は外耳で聞いて

いるそうで、そのため録音された自分の声を客観的に外耳で聞くと「私の声ってこんな変じゃないよね?!」とびっくり

し周囲に尋ねてしまいます。しかし自分以外の全員はつねにその“変な”ほうの声を聞いているわけで、その事実

に愕然としてしまうのです。 声楽教師が発声のレッスンをする場合、この響きの違いから生まれる誤差の“掛け

橋”になることが仕事となります。「ここをこうやればすごく響いてる気がする、響くハズ」と必死にうなっている生徒

さんに「いえいえ、そっちじゃなくてこっちですよー」と手をたたいて鬼さんこちら、橋を渡らせる。そうして共同作業の

試行錯誤の末、ある瞬間が来ます。 “エオリアン・ハープ”という楽器があります。たんなるきれいな箱のように見

えるその楽器にある風が通ると、中の弦が響鳴して夢のような音をたてるという楽器。発声のレッスン中、無心に

言われたとおりの“作業”をしていた生徒さんの体からとつぜん別人のような声が出た瞬間に、「あ！ 風が通っ

た！」と思うことがあります。別人のよう、といってももちろん同じ声帯、同じ体、同じ人格から出た音。しかしあきら

かに“美しい”声です。「今の！ それ！」と言うと本人は「？？？ たしかにすごく楽で気持ちよかった。でもこんな

のでいいですか？」と心もとない様子。“体を抜けていった声”は出している感覚があまりなく、からっぽになった感

じがするため慣れるまではひじょうに不安に感じるのです。 美しい声は“出す”ものではなく、“出る”ものなんだと

感じる時間です。何にたいして美しいと感じるのか？ 唯一無二の個としての物体が鳴ったこと、かもしれず、“その

人らしい声が出た”ということかもしれず。 レッスン中、いろんなエオリアン・ハープに感動させてもらってます。 

 

 
発行 ： プロアルテ室内合唱団 平成１６年１２月１８日 

     



 

 

 

 

 

 

 

    

１．作曲家１．作曲家１．作曲家１．作曲家    信長貴富氏信長貴富氏信長貴富氏信長貴富氏    についてについてについてについて    

 

1971 年生まれ。1994 年上智大学文学部教育学科卒業。 

主な受賞歴：1994・95・99 年朝日作曲賞、1998 年奏楽堂日本歌曲 

コンクール作曲部門第１位、2000 年現音作曲新人賞入選、 

2001 年日本音楽コンクール作曲部門（室内楽曲）第 2 位など。 

 

【主な混声出版作品】 

    ベストヒットセレクション (混声合唱のためのポピュラーコーラス) 、   

 ノスタルジア[増補版]、せんねんまんねん、新しい歌、もし鳥だったなら、   

 川の流れのように 混声合唱による美空ひばり作品集、こいうた、7 つの子ども歌、 

 初心のうた、宮崎駿アニメ映画音楽集、春のために、思い出すために、カウボーイ・ポップ、    

 高校-混声 『｢新しい人｣に』NHK 全国学校音楽コンクール課題曲、いまぼくに    

 

   【当団に今回お分けいただいた楽譜】 

    ① 花 

    ② 島唄 

    ③ 君といつまでも 

    ④ 川の流れのように 

    ⑤ いい湯だな 

    ⑥ リンゴ追分 

 

２．ＴＶＥＣ賛助出演に関する追加情報２．ＴＶＥＣ賛助出演に関する追加情報２．ＴＶＥＣ賛助出演に関する追加情報２．ＴＶＥＣ賛助出演に関する追加情報    

 

   ２／１１ 一般部門 

受付     １４：５８  

集合     １５：１８  

更衣     １５：１５－１５：２５  

リハ－サル １５：３５－１５：４３ 

待機     １５：４３  

本番     １５：５１－１５：５９  

更衣     １６：０１  

解散     １６：０１ 

 

審査員 大志万明子、岸信介、中島良史、信長貴富、渡辺學而 
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すべて信長さんがバンキエーリシンガーズのために編曲し

た作品です。未出版でもあり団内に限りコピー可の承諾を

得ています。見学者にも配布しない予定です。ご理解とご

協力をお願いします。 

 

 

                              



３．コンサート情報３．コンサート情報３．コンサート情報３．コンサート情報    

 

室内合唱団 VOX GAUDIOSA  

第８回定期演奏会 

 

日 時  2005 年 2 月 27 日[日]  

開場 13:30  開演 14:00 

会 場  第一生命ホール 

入 場 料  ￥2,500 [全席自由] 

指 揮  松下 耕 

合 唱  室内合唱団 VOX GAUDIOSA  

オルガン  新山恵理 

室 内 楽  東京アーバンシンフォニエッタ 

 

プログラム  

Ⅰ  Le chant des oyseaux （鳥の歌） C. Janequin  

Il bianco e dolce cigno （白く優しい白鳥） J. Arcadelt   

Assumpta est Maria （マリアは天に昇りたもう） G. P. da Palestrina  

Moro lasso al mio duolo （私は苦しみにもだえ） C. Gesualdo  

Cantate Domino Canticum Novum （主に向かいて新しき歌をうたえ） H. Schütz  

Intellige Clamorem Meum （主よ、私の嘆きに御心をとめてください） A. Scarlatti   

   

Ⅱ  Missa Brevis in d KV65 （ミサ・ブレヴィス ニ短調） W. A. Mozart  

Misericordias Domini KV222 （主のあわれみを）      

   

Ⅲ  4 Taaveti laulu （4 Psalms of David） （四つのダヴィデ詩篇） C. Kreek  

   

Ⅳ  Norvég Leányok （ノルウェーの娘） Z. Kodály  

翼 （混声合唱のための 『うた』より） 武満 徹  

Ave Maria （アヴェ・マリア） J. Busto  

Mi coricherò a casa malato  

    （無伴奏混声合唱のための 『LIRICHE AMOROSE』より） 鈴木輝昭 

Ha én kedvesemről gondolkodom  

    （もしぼくのいとしい人について考えるなら） L. Gyöngyösi  

                                   

※下線の２曲は当団でもレパとして

取り上げる作品ですので聴いておく

とよいでしょう。 

 

 

 

 

 

発行 ： プロアルテ室内合唱団 

        平成１７年１月２２日  

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

１．作曲家１．作曲家１．作曲家１．作曲家    新実徳英氏新実徳英氏新実徳英氏新実徳英氏    についてについてについてについて    

 

1947年名古屋市に生まれる。 

1970年東京大学工学部機械工学科卒業。 

1975年東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。 

1977年東京芸術大学大学院研究科修了。 

【主な受賞歴】 

1974年 NET-TV作曲コンクール入賞  

1977年 第 8回ジュネーヴ国際バレエ音楽作曲コンクール史上二人目 

のグランプリ、ならびにジュネーヴ市賞受賞。 

1978年 '82年度文化庁舞台芸術創作奨励賞ならびに特別賞を受賞。 

1984年 '84年度文化庁芸術祭優秀賞を受賞。IMCに入選する。 

2000年 第 18回中島健蔵音楽賞を受賞。  

管弦楽作品ならびにピアノ作品や合唱作品を含む一連の室内楽作品は特に重要である。 

繊細・優美、時に官能的な「線（旋律線）の纏りつき」を中心とした世界と、 

システマティックかつ遠心的エネルギーの噴出へと向かう「リズムの纏わりつき」の世界、 

そしてその両者の統合へと創作の歩みを進めている。  

現在、桐朋学園大学音楽学部、同短期大学の非常勤講師。日本作曲家協議会理事。 

 

２．詩人２．詩人２．詩人２．詩人    谷川俊太郎氏について谷川俊太郎氏について谷川俊太郎氏について谷川俊太郎氏について    

    

東京生まれ。父は哲学者の谷川徹三。1950（昭和 25）年豊多摩高校卒。 

この年三好達治の紹介で「ネロ他五編」を『文学界』に発表。その宇宙 

と交換するミステリアスな感覚によって、実存的な戦後詩の流れとは異 

質な新しい詩人の誕生を告げた。52年これらの初期の詩をまとめて『二 

十億光年の孤独』を刊行。 53年には、やがて強力な戦後詩の第二世代 

を形成することになる同人詩誌『楷』に参加。53年の第 2詩集『六十二 

のソネット』までの彼の詩はいかにも青春のみずみずしい（生命的なほめ 

うた）といえるが、62年の詩集『21』の頃からきわめて実験的な方法が 

生まれてくる。以来 68年『旅』80年『コカコーラ・レッスン』、などの詩集で、常に現代詩の最先端を歩みつ

づけている。また 60 年代頃から、劇団四季の上演シナリオを書いたり、レコードの作詞をてがけたり、（62

年『月火水木金土日のうた』でレコード大賞作詞賞を受賞）、のちに『落首九十九』としてまとめられる時事風

刺詩を『週刊朝日』に連載したり、東京オリンピック記録映画の製作に参加するなど、今日のもっともポピュ

ラーな詩人となった。子どものうたや絵本の領域にも仕事を広げ,『ことばあそびうた』『わらべうた』などの

ほか、「マザー・グース」の翻訳なども、余人の追随を許さない。エッセー集などの著作も多数。                  
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発行 ： プロアルテ室内合唱団 

        平成１７年３月１２日  

     

ソネット６２ソネット６２ソネット６２ソネット６２ 

 

世界が私を愛してくれるので 

（むごい仕方でまた時にやさしい仕方で） 

私はいつまでも孤りでいられる 

 

私に初めてのひとりのひとが与えられた時にも 

私はただ世界の物音ばかりを聴いていた 

私には単純な悲しみと喜びだけが明らかだ 

私はいつも世界のものだから 

 

空に樹にひとに 

私は自らを投げかける 

やがて世界の豊かさそのものとなるために 

 

……私はひとを呼ぶ 

すると世界がふり向く 

そして私がいなくなる 

 

生きる生きる生きる生きる 

 

生きているということ 

いま生きているということ 

それはのどがかわくということ 

木もれ陽がまぶしいということ 

ふっと或るメロディを思い出すということ 

くしゃみをすること 

あなたと手をつなぐこと 

 

生きているということ 

いま生きているとということ 

それはミニスカート 

それはプラネタリウム 

それはヨハン・シュトラウス 

それはピカソ 

それはアルプス 

すべての美しいものに出会うということ 

そして 

かくされた悪を注意深くこばむこと 

 

生きているということ 

いま生きているということ 

泣けるということ 

笑えるということ 

怒れるということ 

自由ということ 

 

生きているということ 

いま生きているということ 

いま遠くで犬が吠えるということ 

いま地球が廻っているということ 

いまどこかで産声があがるということ 

いまどこかで兵士が傷つくということ 

いまぶらんこがゆれているということ 

いまいまが過ぎてゆくこと 

 

生きているということ 

いま生きているということ 

鳥ははばたくということ 

海はとどろくということ 

かたつむりははうということ 

人は愛するということ 

あなたの手のぬくみ 

いのちということ 

 

 

なんて素晴らしい詩 

なんじゃろう！！ 

 

 

合唱団の仲間も

増やしていきた

いね！！ 



 

 

 

 

 

 

 

    

１．１．１．１．    ルネサンス時代の作品についてルネサンス時代の作品についてルネサンス時代の作品についてルネサンス時代の作品について    

    

ルネサンス時代―15 世紀中頃から 16 世紀にかけては、ポリフォニー音楽の最盛期でした。  

ポリフォニーは２本以上の旋律を同時に重ねる、多声音楽のひとつの形式です。音楽史上では 

９～10 世紀ごろから表れはじめました。 

 

私たちが一般に耳にするクラシック音楽（バッハ以降の、18 世紀から 19 世紀にかけての近代の音 

楽）は、同じ多声音楽でもホモフォニー（fomophony）と呼ばれ、最上部が主旋律として優位を保ち、

下の諸声部は和音的な支えの役割を果たします。 

 

それに対して、ポリフォニー（polyphony）は、それぞれの声部がすべて均等に、互角に絡み合い、 

全体の音の綾をなしていくもので、どの声部にも主従の関係はありません。従って、ポリフォニー 

では各声部の流れに重点がおかれ、ハーモニーはその結果として、従属的に生じるとものと言え 

ます。 もちろん、ポリフォニーとホモフォニーの区別は相対的なものですから、実際の音楽ではこ 

の二つが適当に入り交じっているのが普通です。 

 

ただ、全体の傾向から、ルネサンス期の音楽はポリフォニーの要素が強く、18 世紀以降の音楽は 

ホモフォニーの傾向が著しいと言えるでしょう。 

 

２．パレストリーナの作品について２．パレストリーナの作品について２．パレストリーナの作品について２．パレストリーナの作品について    

 

   Giovanni Pierluigi da Palestrina (c.1525-1594)  

 

ジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ 

 

   【生涯】 

1525 年頃、ローマ近郊のパレストリーナの町に生まれ、幼い頃からローマに出て、サンタ・マリ 

ア・マジョーレ大聖堂の聖歌隊員となる。1544年には生地であるパレストリーナの教会のオルガ 

ニストに就任。幾つかの職を経た後、1571 年には 教皇庁カペルラ・ジュリアの楽長となり、それ 

以後 1594 年に没するまでその地位にあり続けた。その名声は生前からすでに全ヨーロッパに 

響きわたっており、彼の葬儀に際してはローマのすべての聖歌隊が参加したといわれている。 

105 曲のミサ曲、375 曲以上のモテット等数多くの宗教作品を残し、それらのミサ曲には、あらゆ 

る手法が駆使され、パロディ・ミサ(他の作品の旋律を使う)、パラフレーズ・ミサ(グレゴリオ聖歌 

の旋律を各声部に使う)、テノール・ミサ(テノールに定旋律を使う)などがあり、現在でもローマ・ 

カトリック教会の理想的な教会音楽とされているそうです。 
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【音楽史上の位置】 

イタリアという国は教皇のお膝元として教会音楽の中心地でありながら、15 世紀のころからその 

主要なポストはフランドル地方から招いた音楽家によって占められており、イタリア出身の宗教 

音楽家が 活躍することはほとんどなかった。16 世紀の後半に入って、ようやくイタリア人の音 

楽家が台頭してくるのであるが、その第一にあげられるのがパレストリーナに他ならない。パレ 

ストリーナの音楽を語る上で欠かせない事件がトレントの公会議（1545～1563）である。宗教改 

革の波に対抗して開かれたこの会議の場では 教会音楽の在り方についても議題に上がった。 

その結果、言葉が明瞭に聞き取れなければならないという立場から、ラテン語の正しいアクセン 

トやシラブルの長短を強調することなどが決定された。パレストリーナの音楽ではまさにこの会 

議の要請に答えるべく形成されたものが多い。パレストリーナが「教皇マルチネスのミサ(1567)」 

を作曲し、たとえ多声音楽でもミサの言葉が明確に聞き取れるように作れることを示して、教会 

音楽におけるポリフォニー音楽存亡の危機を救ったということは伝説になっている。これは逸話 

であるというのが近年の解釈であるが、彼の音楽史上の位置が象徴的に語られているとも言え 

る。その音楽書法は、フランドル伝統の通模倣様式を基礎に置きながら、三和音を基礎とした

機能的な和声進行の上で常に流麗で滑らかな旋律が鳴り響き、歌詞の抑揚や言葉の意味を明 

確にしていくというものである。この意味でパレストリーナの音楽は縦と横のバランスが 非常に 

よく取れたものになっている。その後パレストリーナの様式は教会音楽の模範として扱われ、彼 

は「教会音楽の父」として偶像的な存在にまで持ち上げられることになる。 

 

３．３．３．３．Heu mihi DomineHeu mihi DomineHeu mihi DomineHeu mihi Domine    主よ、ああ主よ、ああ主よ、ああ主よ、ああ    あわれな私あわれな私あわれな私あわれな私    逐語訳と対訳逐語訳と対訳逐語訳と対訳逐語訳と対訳    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 ： プロアルテ室内合唱団 

        平成１７年３月１２日  

     

Heu mihi Domine
あぁ 私 主

Quia peccavi nimis in vita mea
～という理由で 罪　 とても （ｉｎ） 人生 私

Quid faciam miser?
どのように する　 みじめな

Ubi fugiam nisi ad te Deus meus?
どこへ 逃げる　　 ～を除いては （ｔｏ） あなた 神 私の

Miserere mei dum veneris in novissimo die
あわれみ 私を 時 来る （ｉｎ） 最後の 日

Dum veneris in novissimo die
時 来る （ｉｎ） 最後の 日

主よ、ああ　あわれな私

私の人生であまりに罪をおかしたので

みじめな私はどうすればよいか

私の神よ　あなたのもとでなくてどこに逃げよう

あなたが最後の日に来られるとき私をあわれみたまえ

あなたが最後の日に来られるとき  

 

「合唱はいいねぇ、歌

は心を潤してくれる。

リリンの生み出した文

化の極みだよ」 



 

 

 

 

 

 

 

    

２．２．２．２．    創立１周年に寄せて創立１周年に寄せて創立１周年に寄せて創立１周年に寄せて    

    

昨年の７月１７日に第１回目の練習を行い、早くも創立１周年を迎えようとしています。皆さんが

毎回、仕事や学業、家業の合間をぬって練習に参加していただいていることにまず感謝申し上げ

たいと思います。常日頃、合唱団では出会いを大切にしていきたいと思っています。困難ではあっ

てもひとりを大切にということが合唱団では生命線となります。お互いの信頼関係を築いていくこと

が良い音楽を展開していく近道ともいえますし、プロの世界では“礼儀として限界をだしあう”という

ことが求められ、それが出会う歓びにもつながっているということを耳にします。色々な人との出会

いが、個々の音楽への傾倒を深め、集うメンバーを幸せにし、その活動を真に誇りある豊かなも

のにしてくれるであろうことを期待しています。ピアノも置かれていない練習会場、プロの指導者も

まだ手配できる状況にない当団ですが、同じ場所に集った世代の違うメンバー同士が、それぞれ

の文化を見せ合い知り合う、発見と（合唱の）原点の確認場所となれば望外の歓びです。  

 

２．木下牧子さんについて（作曲家）２．木下牧子さんについて（作曲家）２．木下牧子さんについて（作曲家）２．木下牧子さんについて（作曲家）    

 

  【公式プロフィール】 

    東京生まれ。東京芸術大学作曲科卒業、同大学院終了。在学中、作曲を石桁真礼生、黛敏郎、

浦田健次郎、丸田昭三の各氏に、ピアノを岩崎操氏に師事する。芸大卒業記念演奏会において、

管弦楽曲「壺天」が作曲科首席卒業作品として演奏される。第 51 回日本音楽コンクール作曲部門

（管弦楽曲の部）入選。第 9 回日本交響楽振興財団作曲賞入選。作品はオペラ、管弦楽、吹奏楽、

室内楽、合唱、歌曲と幅広い。出版は 50冊を越え、CDも「祝福・木下牧子無伴奏合唱作品集」（ビ

クターエンタテインメント）、「へびとりのうた」「邪宗門秘曲」（fontec）他多数。日本現代音楽協会、

日本作曲家協議会 会員。 

 

'99 年 4 月、第一回作品展「歌曲の夕べ」(Sop. 豊田喜代美／Bar. 三原剛／Pf.木下牧子)を銀座

王子ホールにて、'01 年 3 月には第二回作品展「合唱の世界」（指揮 当間修一／大阪Ｈ・シュッツ

室内合唱団／シンフォニア・コレギウム大阪）を紀尾井ホールにて開催。'02 年にはホームページ

開設 2 周年サンクス・コンサート（指揮 当間修一／大阪Ｈ・シュッツ室内合唱団／Sop.佐竹由美

／Ten.辻秀幸／Pf.白石光隆）をトッパンホールで開催するなど、精力的に作曲活動をおこなって

いる。 

 

なお本人の運営するホームページ（'00 年開設）は、開設 4 年目で 50 万を越えるアクセスがある。 

（木下牧子 Homepage http://www.makiko-k.com） 
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【主要作品】  

・ オペラ「不思議の国のアリス」 (モーツアルト劇場 20 周年委嘱作品・三菱信託芸術文化財団奨励賞受賞) 

・ 管弦楽曲「消えていくオブジェ」（東京現代音楽祭において、東京フィルハーモニー交響楽団初演） 

・ 管弦楽のための「夜の淵」（日本現代音楽協会オーケストラの夕べにおいて、東京交響楽団初演） 

・ 管弦楽曲「壺天」（芸大作曲科首席卒業作品。東京芸大新卒業生演奏会において、芸大管弦楽研究部初演） 

・ 混声合唱と管弦楽のための「虚無の未来へ」、「邪宗門秘曲」 

（木下牧子作品展２において、大阪Ｈ・シュッツ室内合唱団、シンフォニア・コレギウム大阪 初演） 

・ 混声合唱と管弦楽のための組曲「四万十川」（高知県・組曲「四万十川」を作る会委嘱作品） 

・ 吹奏楽と混声合唱のための「春と修羅」（岩手県国民文化祭委嘱作品） 

・ 吹奏楽のための「シンフォニア」（日本バンドクリニック委員会委嘱作品） 

・ 「序奏とアレグロ」（全日本吹奏楽コンクール課題曲） 

・ ９つのプレリュード（Pf.）・ピアノ連弾曲集「やわらかな雨」 

・ 混声合唱組曲「方舟」・「ティオの夜の旅」・女声合唱と Perc のための「BLUE」 

・ 抒情小曲集「月の角笛」・歌曲集「晩夏」・「秋の瞳」他、多数。 

 

３．演奏会情報訳３．演奏会情報訳３．演奏会情報訳３．演奏会情報訳    

            

            7777 月月月月 3333 日（日）日（日）日（日）日（日）    厚木市文化会館厚木市文化会館厚木市文化会館厚木市文化会館    16:3016:3016:3016:30 開演開演開演開演    大ホール大ホール大ホール大ホール    

     イギリスのアカペラグループで世界的に有名なタリス・スコラーズが来日します。タリス・スコラ

ーズは、実力と、人気を兼ね備えた世界的なグループです。今回は、日本で行われる公演の中

でも、厚木だけのスペシャルプログラム、『システィーナ礼拝堂の音楽』をお届けします。システィ

ーナ礼拝堂の秘曲として歌い継がれ、後にモーツアルトが世界に知らしめたという逸話を持つ、

人気の高い曲アレグリの“ミゼレーレ”や、有名なパレストリーナの 

“教皇マルチェルスのミサ曲”をソリアーノが二重合唱用にした大 

変珍しい曲が演奏されるなど、聞き逃せないプログラムとなってい 

ます。この機会に、気品ある素晴らしい音楽をお聴きください。 

チケット取扱い 厚木市文化会館 046-224-9999 

チケットぴあ 0570-02-9999  

ローソンチケット 0570-00-0403  

 

    7    7    7    7 月月月月 10101010 日（日）日（日）日（日）日（日）    国立オリンピック記念青少年センター国立オリンピック記念青少年センター国立オリンピック記念青少年センター国立オリンピック記念青少年センター    16:3016:3016:3016:30 開演開演開演開演    大ホール大ホール大ホール大ホール    

ルネッサンスから現代ノルウェー音楽まで幅広いレパートリー 

を持つ合唱団、グレックス・ヴォカーリス（"歌う群れ"の意）が 

ノルウェーと日本の合唱作品を歌います。 

指揮：カール・ホグセット 客演指揮：栗山文昭 

問合せ：栗友会事務所 TEL.03-3985-5356 

 

４．練習日程４．練習日程４．練習日程４．練習日程    

    

   ７／４，１１，１８，２５ すべて第六小学校 

 

 

 

発行 ： プロアルテ室内合唱団 

        平成１７年３月１２日  

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

３．３．３．３．    ＡｖｅＡｖｅＡｖｅＡｖｅ    ＭａｒｉａＭａｒｉａＭａｒｉａＭａｒｉａ    カミーユ・サン＝サーンス（カミーユ・サン＝サーンス（カミーユ・サン＝サーンス（カミーユ・サン＝サーンス（Charles Camille SaintCharles Camille SaintCharles Camille SaintCharles Camille Saint----Saëns 1835Saëns 1835Saëns 1835Saëns 1835－－－－1921192119211921））））    

    

シャルル・カミーユ・サン＝サーンスは、フランスの作曲家です。組曲 動物の謝肉祭、交響曲第

3 番｢オルガン付き｣、交響詩 死の舞踏などの作品が有名です。1835 年にパリで生まれ、2 歳半よ

り叔母から音楽の手ほどきを受け、3 歳で最初の作品を作曲し、7 歳のときにピアノ演奏で聴衆を

魅了するなど、モーツァルトに匹敵する神童と言われていました。また、音楽以外の分野において

も秀でており、その多才ぶりを発揮しました。しかしながら、モーツァルトと違い、サン=サーンスは

後世に引き継がれるスタイルを残すことはできませんでした。パリ音楽院を卒業した後、サン=サ

ーンスは演奏家として、また作曲家としての活動を続け、特にピアニストやオルガニストとして名を

馳せることになります。リストからは「世界で一番偉大なオルガニスト」と賞賛され、ベルリオーズか

らは「サン＝サーンスは何もかも心得ている。足りないのは未知の経験だけだ」と言われるほどで

した。 

サン=サーンスは、若い頃は古典的かつ近代的な思想の持ち主であったと考えられています。

保守派からは一線を画したシューマンやワーグナーに代表されるような作曲家の新しい音楽を熱

心に支持しました。しかし、また彼はラモーやヘンデルやグルックといったバロック音楽にも魅力を

感じ、彼らの作品を研究しました。ライプツィヒでのメンデルスゾーンと同じように、サン＝サーンス

もバッハを熱心に擁護し、今日では当然のことと思われているこの偉大なるドイツの作曲家への

関心を復活させようとしました。しかし、サン＝サーンスは年をとるに従い保守的になり、ドビュッシ

ーやストラヴィンスキーなどの 20 世紀初期の現代音楽を容赦なく批判し、また彼の気難しい性格

が災いして多くの敵を作りました。 

サン=サーンスは 40 歳頃に結婚しましたが、2 人の子供が幼いときに亡くなるなど、結婚生活は

幸せなものではありませんでした。サン=サーンスは母親との結びつきが強く、妻との生活もうまく

いきませんでした。長期にわたって家を空け蒸発してしまい、サン=サーンスは自分の家庭よりもフ

ォーレの家族と親密な付き合いをするようになりました。母親が亡くなってからは、悲しみにふけり、

仕事や休暇にと頻繁に旅行に出かけるようになりました。彼はアルジェリア、スカンジナヴィアやロ

シアなど多くの国を訪れ、様々な異なる文化に触れ、その土地独特の「音」にインスピレーションを

感じました。 

多くの作曲家によって書かれた「アヴェ・マリア」ですが、 

若い作品番号であることが多く、作曲家または演奏家に 

とって一度は通る道なのかもしれません。歌曲をはじめ 

としながら巷でも多くのＣＤがリリースされています。作品 

の質感を新しい感性で捉え、合唱の魅力をそこに投影さ 

せるよう、独自のサウンドづくりを求めていきたいものです。 

 

 

 

第８号 
 

 

 



２．２．２．２．ＡｖｅＡｖｅＡｖｅＡｖｅ    ＭａｒｉａＭａｒｉａＭａｒｉａＭａｒｉａ（逐語訳、対訳）（逐語訳、対訳）（逐語訳、対訳）（逐語訳、対訳）    

   

Ave     Maria   gratia plena: 

めでたし マリア  恵み  満ちた 

（幾久しきマリア、あなたは優しさに満ちあふれ） 

  

Dominus  tecum,      benedicta  tu    in       mulieribus， 

主      あなたと共に 祝福された あなた ～の中で 女性たち 

（主はあなたと共に居られ、また、あなたを全女性の中で祝福されます） 

  

et    benedictus  fructus  ventris  tui,     Jesus. 

そして 祝福された 果実（子） 腹の   あなたの  イエス 

（そしてあなたがイエスをその胎からに実らせたことを喜びましょう） 

（またあなたのお腹の中の御子イエスも(あなたを)祝福されます） 

  

Sancta Maria, Mater Dei,   

聖なる  マリア 母   神の 

（聖なるマリア、神の母よ） 

  

ora  pro        nobis  peccatoribus,  

祈れ ～のために 私たち 罪人に       

（罪人の私たちのために、祈って下さい） 

（どうぞ私たちのことを見守ってください、今この世で罪深きわたしたちのことを） 

  

nunc,  et    in       hora mortis nostrae. 

今    そして  ～の中に 時   死    私たちの 

（今も、そして私たちの死の時にも） 

（限りある命の私たちのことを） 

  

Amen． 

アーメン 

（そのとうりになりますように） 

   

※ある人の話によると ave というのは、深い意味のある言葉で、あなたにも私にも平和と健康と 

幸せがありますように、という願いが込められているそうです。（単なる挨拶｢おはよう、さような 

ら｣としても使えますしキリスト教用語というわけでもありません） 

 

４．練習日程４．練習日程４．練習日程４．練習日程    

    

   １２／３，１０，１７     第六小学校 

   １２／２４          検討中 

    １／ ７，１４，２１，２８ 第六小学校 
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