
合唱団 昴 第２１期 （'21/3～’21/6） パートレッスン報告・声楽教室　報告（３）

・発声練習 ・発声練習 ・柔軟体操　　・発声練習 ・柔軟体操　　・発声練習

　・今回から楽譜を外して練習 　・音を正しく出すレッスン 練習曲 練習曲

16:00～17:45 　　春のメドレー、いのちの歌、昴 16:00～17:30 　　日日草、母なるヴォルガ、いのちの歌、 16:00～17:30 　・いのちの歌、昴 16:00～17:30 　・いのちの歌

　　Uboyテナーソロ部分　等 　・パート演奏曲「風よふるさとよ」 　・パート演奏曲「風よふるさとよ」

(p)中村 ・参加者 (p)中村 ・参加者 (p)中村 　・ウクライナは滅びず (p)中村 　・ワクワク、種子

　　7名参加（千秋、鈴木、吉田、立川 　　８名参加（千秋、鈴木、吉田、立川 ・参加者　６名　（千秋、立川、鈴木、 ・参加者　６名　（千秋、立川、鈴木、

　　　　　　吉岡、小西、山本） 　　　若園、吉岡、小西、山本） 吉岡、吉田、山本） 吉岡、吉田、小西）

・発声練習 ・体操・発声練習 ・体操・発声練習 ・体操・発声練習

　・第13回コン演奏予定曲の内、次の曲を練習 ・練習曲 ・練習曲

17:00～19:00 　昴はうたう、方正の青い空、朝露、 18:00～20:00 　・日々草・母なるボルガ・方正の青い空 15:00～17:00 ・いのちの歌、昴、種子 17:00～19:00 ・団内コンサート発表曲「つゆのごとくに」

　ゆらゆら春、いのちの歌、 　・朝露・しんだ男の残したものは　 　 ・ワクワク、・種子

(p)中村 　死んだ男の・・・、母なるボルガを・・・ (p)中村 (p)中村 　ぐみの木、小さな木の実、 (p)中村 ・いのちの歌

・参加者 　・いのちの歌 　つゆのごとくに←団内ｺﾝ曲に決定 ・地雷ではなく花をください

　　４名参加（伊藤,大畠,更家,寺脇）

・発声練習 ・体操 ・体操

① 春のメドレー ① U Boj!（指導:伊藤） ① 種子（たね） ① ワクワク

（８） 18:00～20:20 ② 方正の青い空 18:00～20:10 ② 昴はうたう 18:00～20:30 ② いのちの歌 18:00～20:30 ② 種子

③ 地雷ではなく花をください ③ 地雷ではなく花をください ③ 昴 ③ フニクリ・フニクラ

④ 母なるボルガをくだりて ④ 方正の青い空 ④ 出発（たびだち）の歌 ④ 出発（たびだち）の歌

（５） (p)森 ⑤ 昴、⑥ 出発(たびだち)の歌 (p)森 ⑤ いのちの歌 (p)森 (p)森

１０名参加 ９名参加 ９名参加 8名参加

    Br=5名(大橋,奥村,清水,向井,吉川)     Br=4名(大橋,奥村,向井,吉川)     Br=5名(岩崎,大橋,奥村,向井,吉川)     Br=4名(大橋,奥村,向井,吉川)

　　Bs=5名(岡邑,川妻,丹下,東尾,光本) 　　Bs=5名(岡邑,川妻,木越,丹下,東尾) 　　Bs=4名(岡邑,川妻,木越,東尾) 　　Bs=4名(岡邑,川妻,東尾,光本)

・発声練習 ・体操・発声練習 ・体操・発声練習 ・体操・発声練習

・個別レッスン ・個別レッスン ・個別レッスン ・個別レッスン

18:15～20:00 [大畠] からたちの花・埴生の宿・椰子の実 18:15～20:00 [大畠] からたちの花・椰子の実 18:15～20:30 [大畠] からたちの花・椰子の実・埴生の宿 18:15～20:00 [大畠] からたちの花・椰子の実・埴生の宿

[寺脇] 人知れぬ涙・命のビザ [寺脇] 人知れぬ涙・命のビザ [寺脇] 人知れぬ涙・命のビザ [寺脇] 人知れぬ涙・命のビザ

(p)森 [向井] 終わりの始まり・闘牛士の歌 (p)森 [向井] 終わりの始まり・闘牛士の歌 (p)森 [向井] 終わりの始まり・闘牛士の歌 (p)森

（欠：川妻） （全員出席） （欠席：土井、向井）

・体操 ・発声：千秋さん

[更家] 落葉松・Voi Che sapete [吉川] チャイカ・百万本のバラ [吉川] 白鳥の歌・海と涙と私と

18:15～20:30 [鈴木] 辻音楽師 18:30～20:30 18:15～20:15 [東尾] 馭者の歌 18:00～20:30 [東尾] 馭者の歌

[鈴木] 辻音楽師・プラットフォーム [更家] 落葉松

[東尾] 馭者の歌 [更家] 落葉松・Voi che sapete

(p)森 (p)森 (p)森 (p)森

（欠：吉川） （欠：鈴木）

 柔軟体操の後、発声練習  柔軟体操の後、発声練習  柔軟体操の後、発声練習  柔軟体操の後、発声練習

練習曲 練習曲 練習曲 歌曲よしきり 　練習曲 九十九里浜

14:00～16:00 　全員：行々子（よしきり） 10:30～12:30 　全員：行々子（よしきり） 14:30～16:30 　全員：コンコーネ27番、 14:30～16:30 大橋：粉雪の舞う夜

大橋：　はなやぐ朝 大橋：　はなやぐ朝 行々子（よしきり） 立川：帰れソレントへ(伊語）

(p)中村 立川:　帰れソレントへ (p)中村 立川:　帰れソレントへ(伊語） (p)中村 大橋： からたちの花 (p)中村 若園：夏の思い出

山本：マレキァーレ 山本：マレキァーレ 立川:　帰れソレントへ(伊語）

（欠：山本宏司） （欠：山本宏司）

・個人レッスン形式にて実施 ・個人レッスン形式にて実施 ・個人レッスン形式にて実施 ・個人レッスン形式にて実施

[山本直一] 星よ、民衆の歌 [山本直一] 春の夢 [山本直一] 春の夢 [山本直一] 春の夢

13:45～15:45 [吉岡] カタリ・カタリ 13:45～15:45 [吉岡] カタリ・カタリ 13:45～15:45 [吉岡] Ideale 13:45～15:45 [吉岡] Ideale

[川妻] 泊り舟 [仲谷] 防人の詩 [仲谷] 防人の詩 [吉田] 大きな古時計、行々子

(p)中村 (p)中村 [川妻] 泊り舟 (p)中村 [川妻] 泊り舟 (p)中村 [川妻] 泊り舟

[仲谷] 防人の詩

（欠：中谷、仲谷） （欠：中谷） （欠：中谷） （欠：中谷）

=未報告

５日（火） １０日（火）

・パート演奏候補曲　フィンランディア

・５名参加（伊藤,大畠,更家,寺脇,中谷） ・５名参加（伊藤,大畠,更家,寺脇,中谷）

・第13回コン演奏予定曲から次の曲を練習

　・地雷ではなく花をください

[土井] 夕星の歌・ｱｳｼｭﾋﾞｯﾂを生き延びた77番 [土井] 夕星の歌・ｱｳｼｭﾋﾞｯﾂを生き延びた77番

７日（火）

（７）

３月度 ４月度 ５月度 ６月度

Ｔ１
４日（金） １日（金） ６日（火） ３日（金）

（８）

Ｔ２
１日（金）

４月度中止[千秋] 辻音楽師・プラットフォームから天国へ

１４日（火）

Ｂｓ

　日曜のみ参加者を含むレッスン参加予定者＝３月度２９名、４月度２７名、５月度２８名、６月度正団員２７名＋日曜団員６名＝３３名

千
秋
教
室
Ⅰ

３日（木） ７日（木） ５日（木） ２日（木）

Ｂr ８日（火） １２（火） １０日（火）

※ 川妻さんは欠席ではなく教室Ⅰを辞められています。

[土井] 夕星の歌・ｱｳｼｭﾋﾞｯﾂを生き延びた77番

・6名参加(伊藤,大畠,更家,寺脇,中谷,米田)

中
村
教
室
Ⅱ

４日（金） １日（金） ６日（金） ３日（金）

中
村
教
室
Ⅰ

2１日（月） １８日（月） ２日（月） ６日（月）

千
秋
教
室
Ⅱ

１７日（木） ？日（木） １９日（木） １６日（木）


