
合唱団 昴 第２１期 （'20/7～10） パートレッスン報告・声楽教室　報告（１）

・発声練習 ・発声練習 ・発声練習 ・発声練習

・草競馬　 ・死んだ男の残したものは Ｔ２と合同でのパートレッスン ・昴はうたう

16:00～17:30 ・懐かしきｹﾝﾀｯｷｰの我が家 16:00～17:30 ・懐かしきｹﾝﾀｯｷｰの我が家 ・草競馬　 16:00～17:30 ・死んだ男の残したものは 16:00～17:30 ・方正の青い空

・白樺 ・白樺 ・草競馬　・U-Boj！ ・母なるボルガをくだりて

(p)中村 ※団コン曲選定 (p)中村 ・U-Boj！ (p)中村 ・見上げてごらん夜の星を　・道 (p)中村 ・美らうみ

　　・８名 　　・８名 　　・８名 　　・７名

・発声練習 ・発声練習 ・発声練習 ・発声練習

・白樺　・母なるボルガをくだりて ・空の色（T2団コン予定？曲） Ｔ１と合同でのパートレッスン ・空の色（T2団コン予定曲）

18:00～20:00 ・懐かしきｹﾝﾀｯｷｰの我が家・草競馬 18:00～20:00 ・草競馬 ・懐かしきｹﾝﾀｯｷｰの我が家 16:00～17:30 ・死んだ男の残したものは 18:00～20:00 ・U-Boj！ ・草競馬 

・U-Boj！　・I've got Six Pence ・I've got Six Pence ・草競馬　・U-Boj！ ・道　・母なるボルガをくだりて

(p)中村 ・見上げてごらん夜の星を (p)中村 ・死んだ男の残したものは ・白樺 (p)中村 ・見上げてごらん夜の星を　・道 (p)中村 ・白樺

・死んだ男の残したものは ・U-Boj！

　　　・５名(伊藤,大畠,更家,中谷,米川) 　　　・５名(伊藤,大畠,更家,中谷,米川) 　　　・４名(伊藤,大畠,更家,中谷,) 　　　・６名(伊藤,大畠,更家,寺脇,中谷,米川)

・発声練習 ・簡単に発声練習（奥村） ・簡単に発声練習（奥村）

・日々草 ・I've got Six Pence  ・昴 ・昴 ・道

（10） 18:00～20:20 ・懐かしきｹﾝﾀｯｷｰの我が家 18:00～20:10 ・地雷ではなく花をください 18:00～20:30 ・歓びのナーダム 18:00～20:30 ・母なるボルガをくだりて

・草競馬　（以上３曲進行=奥村） ・懐かしきｹﾝﾀｯｷｰの我が家 ・方正の青い空 ・I've got Six Pence 

・祖国の山河に(進行=榎本) ・祖国の山河に ・このみち ・祖国の山河に

（11） (p)森 ・Brパートリーダー交代を協議結果 (p)森 (p)森 ・祖国の山河に (p)森

 榎本氏勇退後任は奥村氏に決定(会議出席は吉川or岩崎)

　　Br=６名(岩崎,榎本,大橋,奥村,向井,吉川) 　　Br=５名(榎本,大橋,奥村,向井,吉川) 　　Br=５名(大橋,奥村,向井,山口,吉川) 　　Br=５名(大橋,奥村,向井,山口,春木谷）

　　Bs=３名(岡邑,東尾,光本) 　　Bs=３名(岡邑,川妻,東尾) 　　Bs=４名(岡邑,川妻,東尾,光本) 　　Bs=４名(岡邑,川妻,光本,東尾)

・発声練習 ・発声練習 ・発声練習 ・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

18:00～20:30 　　[大畠]君と旅立とう 18:15～20:00 　　[大畠]君と旅立とう(TIMEtosayGOODBY) 18:15～20:30 　　[大畠]君と旅立とう(TIMEtosayGOODBY) 18:15～20:00 　　[大畠]君と旅立とう(Time to say goodby)

　　[川妻]いい日旅立ち/夜明けの歌 　　[川妻]いい日旅立ち/夜明けの歌 　　[川妻]いい日旅立ち/夜明けの歌 　　[川妻]いい日旅立ち/夜明けの歌

　　[土井]淋しいｱｺｰﾃﾞｵﾝ/カロミオベン 　　[土井]淋しいｱｺｰﾃﾞｵﾝ/カロミオベン 　　[土井]淋しいｱｺｰﾃﾞｵﾝ/カロミオベン 　　[土井]淋しいｱｺｰﾃﾞｵﾝ/カロミオベン

(p)森 (p)森    ［向井]光さす窓辺 (p)森 (p)森 　　[寺脇]平城山（ならやま）

（欠：寺脇・向井） （欠：寺脇） （欠：寺脇・向井） 　　[向井]光りさす窓辺

・個別レッスン ・体操 山口さん指導 ・体操 山口さん指導 ・体操 山口さん指導

　[更家]波浮の港/ケサラ ・発声練習：千秋さん ・発声練習：千秋さん 欠席：小泉 ・発声練習：千秋さん 欠席：小泉

18:15～20:30 　[鈴木]荒城の月/椰子の実 18:30～20:30 　[更家]❶ケサラ/➏波浮の港 18:00～20:30 　[更家]❶ケサラ/➏波浮の港 18:00～20:30 　[更家]❶ケサラ/➏波浮の港

　[吉川]私を責めないで/密かなる夜の静寂に 　[鈴木]❷荒城の月/➐椰子の実 　[鈴木]❷荒城の月/➐椰子の実 　[鈴木]➐荒城の月/❷椰子の実

    ・出席は３名 　[山口]❸花の街/➑昴 　[山口]❸/➑落葉松　[春木谷]➍/➒赤とんぼ 　[山口]❸初恋 [春木谷]➍ともしび➑ローレライ

(p)森 　山口,小泉は、コロナで家族が心配欠席 (p)森 　[春木谷]➍ローレライ/➒砂山 (p)森 　[吉川]➎/❿静かなる夜の静寂に (p)森 　[吉川]➎/➒静かなる夜の静寂に

　春木谷は仕事多忙で欠席 　[吉川]➎私を責めないで/❿かやの木山 ピアノ伴奏のみ[春木谷]アベマリア[吉川]魔王

・発声練習 ・発声練習 ・発声練習 ・体ほぐし、・発声練習

・全体練習（ｺﾝｺｰﾈ№27/霞か雲か） ・全体練習（ｺﾝｺｰﾈ№27/待ちぼうけ）

16:00～18:00 ・個別レッスン 14:30～16:30 ・個別レッスン 14:30～16:30 ・個別レッスン 14:30～16:30 ・個別レッスン

　　[大橋]猫は海　［若園]菩提樹 　　[立川]愛の歓び ［榎本]蓮の花(ｼｭｰﾏﾝ) 　［若園］峠の我が家　［米川］初恋 　［若園］愛の讃歌　［米川］初恋

(p)中村 　　[米川]帰れｿﾚﾝﾄへ ［榎本]蓮の花(ｼｭｰﾏﾝ) (p)中村 　　[大橋]Vacalise　［若園]峠の我が家 (p)中村 　［大橋］私は再び孤独だ/花やぐ朝 (p)中村 　［大橋］私は再び孤独だ

　　[立川]母　[山本宏司]O del mio amato ben 　　[山本宏司]花のかず 　［立川］マンマ　［山本］夏の月 　［山本］夏の月

（欠：立川）

　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] セレナード(シューベルト) 　参加希望が3人、一人40分ずつ 　参加希望が3人、一人40分ずつ 　[山本直一] セレナード(シューベルト)

13:45～15:45 　[吉岡] O sel mio dolce ardor 13:45～15:45 　①　[山本直一]セレナード(シューベルト)　13:45~14:2513:45～15:45 　[山本直一] 菩提樹 13:45～15:45 　[吉岡] O sel mio dolce ardor

　[大橋] ヴォカリーズ/こよなき土地(ラフマニノフ) 　②　[吉岡] O sel mio dolce ardor 　[吉岡] O sel mio dolce ardor 　[立川] マンマ

(p)中村 　一人４０分ずつの個人レッスン。 (p)中村 　③　[大橋]私は再び孤独だ/はなやぐ朝 (p)中村 　[山本宏治] 夏の月/花のかず (p)中村 　[大橋] ヴォカリーズ

　①13:45~14:25 　③15:05~15:45

（欠：中谷・仲谷） 　②14:25~15:05 （欠：中谷・仲谷） （欠：大橋・中谷・仲谷） （欠：中谷・仲谷）

=未報告

Ｔ１
３日（金） ７日（金） ４日（金） 2日（金）

６日（火）

７月度 ８月度 ９月度 １０月度

（８）

Ｔ２
７日（火） ４日（火） ４日（金）

（9）

Ｂr １４日（火） １１日（火） ８日（火）

千
秋
教
室
Ⅱ

２１日（木） ２０日（木） １７日（木） １５日（木）

１３日（火）

１５日（火） ２０日（火）

Ｂｓ

38名 Ｔ1=９･Ｔ2=９･BR=１３･BS=７　指揮=本並　休団=４　p=森/門　（2020･6/末現在）

千
秋
教
室
Ⅰ

１日（水） １８日（火）

・全体練習(コンコーネ27番＆ Ich liebe dich.)

中
村
教
室
Ⅱ

３日（金） ７日（金） ４日（金） ２日（金）

中
村
教
室
Ⅰ

６日（月） ３日（月） ７日（月） ５日（月）
・全体練習(ベートーベンの Ich liebe dich.)


