
１ １年１組 アヴェ・ヴェルム・コルプス 指揮 鈴木祥太 ピアノ 石黒直哉

混声合唱組曲「地平線のかなたへ」より
二十億光年の孤独
作詩：谷川俊太郎 作曲：木下牧子 指揮 湯口芽衣 ピアノ 佐藤世舞

山下聡総監督率いる1-1です。私達は毎日の練習の中で、この2曲に沢山の愛を注いできました。
二十億光年の孤独は、グリッサンドと独創的な歌詞が特徴となっています。1組の、普段とは違う真
剣な表情にも注目して下さい。

２ １年３組 アヴェ・ヴェルム・コルプス 指揮 初鹿野臨機 ピアノ 宮澤美咲

はじまり
作詩：工藤直子 作曲：木下牧子 指揮 馬場拓希 ピアノ 土橋朱里

合唱において最も大事なポイントは「声をそろえる」という事です。いかに全員で声をそろえる
かによって、合唱の完成度は大きく変わります。ただ大きな声を出すのではなく、声のまとまった3
組の合唱をどうぞお楽しみください。

3 １年６組 エトピリカ 指揮 佐野秀斗 ピアノ 戸原海音

混声合唱組曲「IN TERRA PAX」より
IN TERRA PAX
作詞：鶴見正夫 作曲：荻久保和明 指揮 守山明里沙 ピアノ 新名亜美

私達の自由曲は「IN TERRA PAX」です。この曲は各パートがそれぞれ違う言葉を歌っている
ことが多いので、上手く聞こえてくるバランスを考えて練習してきました。どうぞ私達1年6組の合
唱をお聞きください。

４ １年７組 アヴェ・ヴェルム・コルプス 指揮 桐山智也 ピアノ 福澤怜佳

言葉にすれば
作詩：安岡優 作曲：安岡優・松下耕 指揮 田野口梨央 ピアノ 前川菜緒

自由曲「言葉にすれば」。この曲は、ポップス調で楽しいメロディーとなっているので、毎日楽し
く練習してきました。各パートの掛け合いや、4パートが同じリズムを歌うダイナミックさに注目し
てお聴きください！

５ １年２組 赤とんぼ 指揮 等々力遵 ピアノ 遠藤美知花

聞こえる
作詞：岩間芳樹 作曲：新実徳英 指揮 等々力遵 ピアノ 遠藤美知花

私たち1年2組はインフルエンザ大量感染と戦いながらの練習という困難に負けず、心を一つに取
り組みました。強弱や歌詞の内容に合わせた表現を練習してきました。美しく歌う所、力強く歌う
所など表現に注目してください。

６ １年５組 アヴェ・ヴェルム・コルプス 指揮 一瀬優輝 ピアノ 早田智裕

混声合唱とピアノのための「新しい歌」より
一詩人の最後の歌
作詩：H. C. Andersen 訳詩：山室静 作曲：信長貴富

指揮 藤原耕平 ピアノ 早田智裕

誰もがその名を知る作家、アンデルセン。彼が最後に残したと言う詩を、力強さと繊細さをあわ
せ持つ壮大なハーモニーに乗せて歌います。柔らかく美しい課題曲と合わせ、私達の創る1年5組の
世界をお楽しみください。

７ １年４組 エトピリカ 指揮 田之口修平 ピアノ 末永聖

混声合唱組曲「地平線のかなたへ」より
春に
作詩：谷川俊太郎 作曲：木下牧子 指揮 田之口修平 ピアノ 末永聖

初めてのクラス合唱で大変でしたが、クラス目標である「あたりまえのことをあたりまえにする」
のもと、持ち前の団結力で乗り越えてきました。優しい曲調に合わせて歌うので、春の暖かさをイ
メージしながら聞いて下さい。

♪ ～ ♪ ～ ♪ ～ 休 憩 １０分 ～ ♪ ～ ♪ ～ ♪

８ ２年７組 赤とんぼ 指揮 古屋孝則 ピアノ 北村成穂

混声合唱組曲「未来への決意」より
人間
作詞：片岡輝 作曲：鈴木憲夫 指揮 成島拓実 ピアノ 根深なづき

課題曲の「赤とんぼ」は歌詞の情景を思い浮かべながら歌います。自由曲である「人間」は歌のタ
イミングが難しく合わせが苦労しました。歌詞の意味を読み取り、この曲のメッセージがうまく表現
できるように精一杯頑張ります！！

９ ２年５組 赤とんぼ 指揮 中楯黎 ピアノ 長澤聡子

混声合唱とピアノのための組曲「天使のいる構図」より
Finale
作詩：谷川俊太郎 作曲：松本望 指揮 三井颯人 ピアノ 渡辺絢香

私達２年５組は、限られた時間の中で工夫して練習を行ってきました。自由曲･課題曲ともに表現が
難しい曲ではありますが、自分たちなりの表現をお見せしたいと思います。高校生らしい豊かな響き
をどうぞお楽しみください。

１０ ２年３組 アヴェ・ヴェルム・コルプス 指揮 田中陽大 ピアノ 数野真由

あしたはどこから
作詞：平峯千晶 作曲：三枝成彰 指揮 田中陽大 ピアノ 大北果奈

私たちが歌う「あしたはどこから」は拍が常に変わるとても難しい曲です。短い時間の中でこの曲
に挑むのはとても大変でしたが、クラス全員で協力して頑張りました。3組の持ち前の明るさを生かし
て良い演奏にしたいと思います。

１１ ２年２組 エトピリカ 指揮 齊藤直明 ピアノ 依田瑞希

僕が守る
作詞：銀色夏生 作曲：上田真樹 指揮 金韶林 ピアノ 五味梨緒奈

こんにちは。2年2組です。私達はエトピリカと僕が守るを歌います。どちらもとても難易度が高い
曲で苦戦しましたが、2年2組らしく精一杯、頑張りました。一生懸命歌いますので聴いて下さい。

１２ ２年６組 赤とんぼ 指揮 菅野凌平 ピアノ 古屋祐介

無伴奏合唱のための「カウボーイ・ポップ」より
ヒスイ
作詩：寺山修司 作曲：信長貴富 指揮 小林竜也

自由曲はヒスイでとても難易度の高い曲です。この曲はアカペラで合わせることが難しく苦労しま
した。四つのパートのメロディーが美しく響き渡り、ヒスイの由来でもある宝石のように輝いた合唱
が出来るようにしたいです。



１３ ２年１組 赤とんぼ 指揮 田草川一穂

混声合唱とピアノのための「どうぶつのうた？」より
うりぼう
作詩：木坂涼 作曲：森山至貴 指揮 田草川一穂 ピアノ 河野愛加

この曲は、作詩木坂涼、作曲森山至貴の混声合唱です。疾走感のある曲調でリズムを取るのにとて
も苦労しました。私達2年1組は明るく積極的なクラスです。この長所を生かしたうりぼうの如き勢い
のある合唱をお聴きください。

１４ ２年４組 赤とんぼ 指揮 新藤秀登 ピアノ 一瀬弘恵

こころようたえ
作詩：一倉宏 作曲：信長貴富 指揮 新藤 秀登

自由曲「こころようたえ」はアカペラの曲です。クラスメートの多くがアカペラを体験したことが
なく、不安な点もありましたが、皆で乗り越えてきました。男声が多いのでより深みのある、味のあ
る合唱になりました。

♪♪ 「歌声企画」 特別ステージ

１ いざたて戦人よ 作詞：藤井泰一郎 作曲：グラナハム
Ride the Chariot 黒人霊歌

歌声企画男声合唱団

2 Ave verum corpus 作曲：W.A.Mozart
アヴェ・ヴェルム・コルプス 歌声企画オーケストラ・混声合唱団

3 ピアノトリオ第4番変ロ長調作品１１「街の歌」第1楽章
作曲：L.v.Beethoven
ピアノ 大北果奈（2-3）

ヴァイオリン 浅川実夏 チェロ 浅川岳史

♪♪ 閉会式

講評 髙山美知子 先生（ 白根高校教諭・合唱部顧問 ）

表彰

平成２６年度 課題曲

Ａ 赤とんぼ 三木露風作詞 山田耕筰作曲

Ｂ 混声合唱曲集『海鳥の詩』より「エトピリカ」 更科源蔵作詞 広瀬量平作曲

Ｃ アヴェ・ヴェルム・コルプス W.A.Mozart作曲

ポスター入賞 １位 ２－７ 芦澤 由季

２位 １－４ 近藤 陽

３位 ２－１ 小池 春香 ２－３ 三森 佳奈

甲府南高等学校

第3９回 歌声コンクール

日時：平成２７年１月２７日（火） １２：５０～

場所：コラニー文化ホール 大ホール

講師：髙山 美知子 先生

開会式 1 はじめの言葉 閉会式 １ はじめの言葉
2 校長挨拶 ２ 講評
3 歌声委員会委員長挨拶 ３ 審査発表
4 校歌斉唱 ４ 表彰式
5 演奏上の注意 ５ おわりの言葉


