
 

 

 

MYU杜の混声合唱団 

第１回記念演奏会 
 

プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (昨年７月 宮城大学オープンキャンパスでの演奏） 

                             

日時： 2013年 2月 17日（日） 

13：30 開場 14：00 開演 

会場： 宮城大学大和キャンパス 本部棟講堂 

 

http://jigyo.myu.ac.jp/chorus/concert/826/attachment/5207


 

ごあいさつ                               

MYU杜の混声合唱団 第一回記念演奏会によせて 宮城大学学長 西垣 克 
 

あの悲しみの日から、二年の歳月が流れ春の訪れを迎えようとしている。失ったものの大き

さに、人間と言う存在の小ささに想いをめぐらし、癒えることのない悲しみに身を置いている

人々もなお多くいるのが現状であろう。復旧、復興と掛け声は響くが、眼にする景観は、全て

が押し流された無人の原野が広がっているのみである。様々なイベントが繰り広げられている

が、東京などからの NPO関連の人々ばかり画像に映り、肝心の地元民の顔が見えないでいる。 

あの時から何が変わったのであろうか、また何を変えなければならないのであろうか。最後

まで失ってはならないものは、思考の自由と表現の自由であろう。たとえ楽器を失っても、人

は自分自身を道具に変えることができる動物である。声を出し、声を合わせて目前の試練を乗

り越えていく智慧がもとめられている。 

この合唱団を編成しようと提案された時、頭に浮かんだのはあるカナダ人のことである。モ

ントリオールでオリンピックが開催された後、地域社会は大変な経済的債務を抱え、市民が打

ち沈んでいた時のことである。一人の大道芸人が、道でパフォーマンスを続け仲間を集めて、

人間による人間だけで展開した、人間の限界に挑戦するサーカスを立ち上げたのである。彼は

これを「シルク・ド・ソレイユ」と呼称した。人々に太陽（ソレイユ）の持つ強さ、明るさ、

温かさをサーカスのパフォーマンスで伝え、元気のない人々に感動と生きる喜びを伝えようと

考えてのことである。この全く新しいサーカスは世界に受け入れられ、我が国でも鑑賞できる

ようになった。 

宮城大学のキャンパスにも同じような髭の男がいた。この男に率いられた春の陽光を放つ地

元民だけの合唱団が、本日の主役である。「春は名のみの風の寒さや」と唄われているが、今

日は存分に歌声で心を温かくしようではありませんか。 

 

「歌うこと」とは？                       音楽総監督 渡部 勝彦 
  

一昨年の暮れ、ベートーヴェンの交響曲第９番が、全国でも例がないと思われる宮城大学の

大階段を会場にして、復興支援の目的で盛大に演奏された。 

大階段そのものが巨大なコンサート・ホールになり得るという豪華でユニークなステージに

おいて、オーケストラ約８0 名、合唱団約 350 名という大規模な編成で“O Freunde”と高ら

かに歌い上げたのである。なんと感動的な瞬間であったろうか！宮城大学全体が「音」の渦に

巻き込まれて、まるで感動で震えているかのようであった。 

 あれから一年と２ヶ月、あの時感動を共有した多くの“音楽の友”と一緒に作った「MYU杜

の混声合唱団」が、ようやく第一回目の演奏会を開催する。昨年の１２月２３日には２回目の

「第九」を成功させ、「歌うこと」に対する自信が芽生えつつある合唱団の皆さんが、今日こ

のステージで繰り広げる「歌」の数々への熱い想いは、それこそあの忌まわしい大震災から立

ち上がろうとするエネルギーの結晶に他ならないと考えている。 

 「歌うこと」は、人間が個々の情感を表現し得る最大の武器の一つである。名ヴァイオリニ

スト、メニューインが「言葉はさまざまな物や行動を表現するが、音楽は内なる世界に関わっ

ている。」と述べているように、音楽は私たちがその瞬間に感じ得る情感の推移を正直に表現

することができるのである。 

今回の演奏会を一つのステップとして、この素晴らしい「音楽の友」と共に、感動的な瞬間

をこれからも末永く分かち合っていきたいと心から願っている。 



 

ごあいさつ                                

指揮者 相澤 富美江 

         

シューベルトの歌曲に「音楽に寄せて（An die Musik）」という歌曲があります。シューベ

ルトの友人ショーバーの書いた詩に作曲されたもので、「人生の荒波の中で音楽が私を癒して

くれた。その音楽に感謝する。」という内容の、静かで温かく、心に染み入るような曲です。

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から、まもなく２年が経とうとしています。様々な音

楽、様々な歌が、いまなお私達の心にある深い悲しみや不安、寄る辺ない思いを、なぐさめ、

励ましてくれています。 

一昨年末、宮城大学の復興支援「第九」演奏会では、演奏者、聴衆共に、ベートーヴェンの

人類愛に満ちた力強い音楽から大きな力をもらいました。その感動を分かち合った合唱団員が

集まり、さらに新しいメンバーも加わって、この MYU杜の混声合唱団が結成されました。現代

の何かと忙しい毎日の中、素晴らしい歌や音楽に少しでも多く触れ、心豊かな時間を持つこと

が出来ればと思っています。 

本日の演奏会では、この寒い冬の季節に心温まるようなプログラムをとりあげました。結成

からまだ間もない成長途上の合唱団ではありますが、冬のひと時、ふっと肩の力を抜いて音楽

を楽しんで頂ければと思います。 

 

 

 

 

団長 高橋 孝男 

 

本日は、私たち MYU杜の混声合唱団の第一回記念演奏会にお運びをいただき誠に有難うござ

います。 

MYU杜の混声合唱団は、一昨年暮「第九で宮城を元気にしよう」復興支援コンサートが大学

の大階段で開催されたのを契機に、第九を指揮した特任教授の渡部勝彦先生の呼びかけで、昨

年４月に結成されました。 

 宮城大学 (MYU) の目指す「地域と共にある開かれた大学創り」に、また「歌うこと」を通

して人的交流を深めながら地域の音楽文化の向上に寄与することを目的としております。 

 昨年７月に桂市民センターでふれあいコンサートを行い、また昨年暮の大階段での第九の第

２回コンサートに挙げて参加したのも、その一環であります。 

 大学の活動を側面から応援しながら、年末の大階段の「第九」が、そして MYU杜の混声合唱

団が地域に融け込んだ「風物詩」として愛され、定着するように、育てていただけたらと願っ

ております。 

合唱の経験あるなしに拘らず大歓迎です。人それぞれの声が響き合い一体となる合唱の醍醐

味を一緒に楽しんでみませんか。 

 本日の開催に当り、宮城大学の皆さん、ご家族の皆さん、地域の皆さんに感謝し、今後のご

支援、忌憚のないご意見をお願い申し上げ、ご挨拶といたします。 

 

 

 



 

プログラム                                

お話・進行 渡部 勝彦 

第一部 ≪心のハーモニー≫    

指揮 相澤 富美江  ピアノ 市川 恵美                       

 

「故郷～冬景色～雪～故郷」 

混声合唱のための唱歌メドレー「ふるさとの四季」より、源田俊一郎 編曲 

「いつも何度でも」        「千と千尋の神隠し」より、覚和歌子 作詞 木村 弓 作曲 

 

「君をのせて」             「天空の城ラピュタ」より、宮崎 駿 作詞 久石 譲 作曲 

 

「千の風になって」                  新井 満 日本語詞・作曲 大田桜子 編曲 

 

＊＊＊ 休 憩 ＊＊＊ 

 

第二部 ≪ソロとアンサンブルの魅力≫ 

               

「オンブラ・マイ・フ」 

  歌劇「セルセ」より ヘンデル作曲 トランペット 柴谷祐子 ピアノ 市川恵美 

「アダージョ（クラリネット五重奏曲変ホ長調作品 23 第 2 楽章）」 

ベールマン作曲 クラリネット 熊谷 梢 ピアノ 市川恵美 

「ノクターン第２番変ホ長調 作品 9-2」 

  ショパン作曲 ピアノ 市川恵美 

「春の声 作品 410 」 

  ヨハン・シュトラウス２世作曲 ソプラノ 相澤富美江 ピアノ 市川恵美 

「花は咲く」 岩井俊二作詞 菅野よう子作曲 

ソプラノ 相澤富美江 クラリネット 熊谷 梢 トランペット 柴谷祐子 ピアノ 市川恵美 

 

第三部 ≪合唱とオーケストラの共演≫ 

指揮 渡部勝彦 オーケストラ 宮城大学管弦楽団 

 

「上を向いて歩こう」    永 六輔 作詞 中村八大 作曲 牧戸太郎 編曲 渡部勝彦 管弦楽編曲 

 

「見上げてごらん夜の星を」 

   永 六輔 作詞 いずみたく 作曲 今村 康 編曲 渡部勝彦 管弦楽編曲 

 

「エーデルワイス」       阪田寛夫 訳詞 リチャード・ロジャース 作曲 渡部勝彦 管弦楽編曲 

 

「ドレミの歌」       ペギー葉山 訳詞 リチャード・ロジャース 作曲 渡部勝彦 管弦楽編曲 

 



 

演奏曲解説                                

【第１部】 

「故郷～冬景色～雪～故郷」（「ふるさとの四季」より）  

なつかしい唱歌を、春から順に四季を追ってメドレーにしたもの。始めと終わりには「故郷」が歌われる。本日は「故郷」

と冬の唱歌を演奏する。 

「いつも何度でも」  

スタジオジブリのアニメ映画「千と千尋の神隠し」の主題歌。原曲は、作曲者木村弓氏のライアー（小型ハープの一種）

による弾き語り。 

「君をのせて」  

同じくスタジオジブリ。少年バズーと少女シータが、天空に浮かぶ伝説の島ラピュタを目指す冒険アニメ映画「天空の城

ラピュタ」のエンディングテーマ。 

「千の風になって」  

原詩は、長い間作者不詳のまま伝えられてきた英語の詩、“Do not stand at my grave and weep”。祖国の母が亡くなっ

たが帰国できないドイツ人の友人をなぐさめるために、アメリカ人女性が書いた詩であることが最近明らかになった。作

家、作詞作曲家の新井満氏が、友人の夫人の死に際し、日本語に訳し作曲したもの。 

【第２部】 

「オンブラ・マイ・フ」  

ヘンデル (1685-1759) の歌劇「セルセ（クセルクセス）」の中で、ペルシャ王セルセが歌うアリア。このアリアは、「ラル

ゴ」という題名でも親しまれており、器楽にも編曲されて多く演奏されている。         

「アダージョ」  

ベールマン (1784-1847) は、１９世紀前半を代表するクラリネットのヴィルトゥオーゾ（名手）で、ウェーバーやメンデ

ルスゾーン等著名な作曲家が彼のために作曲している。この美しいアダージョは、ベールマン自身が作曲したクラリネッ

ト五重奏曲の第２楽章。 

「ノクターン 第２番 変ホ長調」  

ショパン (1810-1849) が作曲した２１曲あるノクターンの中でも、最も有名なもの。左手の伴奏の上に甘美なメロディー

が歌われる。 

「春の声」  

ヨハン・シュトラウス２世 (1825-1899) のワルツ。現在では管弦楽のみで演奏されることが多いが、原曲はコロラトゥー

ラ・ソプラノと管弦楽のための曲で、歌劇の幕間に初演された。春が訪れる喜びを歌っている。 

「花は咲く」  

東日本大震災の被災地・被災者を応援するために作曲されたチャリティーソング。「NHK東日本大震災プロジェクト」のテ

ーマソングとして、テレビ、ラジオで放送されている。 

【第３部】 

「上を向いて歩こう」  

坂本九が、NHKテレビ「夢であいましょう」で歌って大ヒットした曲。その後、「Sukiyaki」として海外でも大ヒットした。

東日本大震災後は、復興ソングの１つとして歌われている。 

「見上げてごらん夜の星を」  

オリジナルは、定時制高校生の生活を描いたミュージカル「見上げてごらん夜の星を」のテーマソング。坂本九の歌でヒ

ットした。 

「サウンド・オブ・ミュージック」より 「エーデルワイス」 「ドレミの歌」 

「サウンド・オブ・ミュージック」は、第二次大戦中、ナチス占領下のオーストリアで、歌と家族愛で人々を励まし続け

てきたトラップ・ファミリー合唱団の実話をもとに作られた、ミュージカル、映画。「ドレミの歌」は、主人公の家庭教

師マリアが、トラップ家の子どもたちにドレミを教える時に歌われる、楽しい曲。「エーデルワイス」は、ザルツブルク

の音楽祭で、亡命を決心したトラップ一家が、祖国を思って歌う。      （相澤富美江） 



 

指揮者・指導者紹介                           

渡部 勝彦 （MYU杜の混声合唱団音楽総監督） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972年渡米。バトラー大学、シンシナティー大学大学院を経て

インディアナ大学大学院博士課程単位取得退学。インディアナ大

学では、指揮法を教授する傍ら、コンサート・オーケストラ、現

代音楽室内アンサンブル、New Music アンサンブルの指揮者とし

て幅広く活動。1981年、ニューヨーク市リンカーンセンター・ア

ヴェリーフィッシャー･ホールにてフィルハーモニー・オーケス

トラを指揮、同年 5月、ニューヨーク市グッドマン・ホールにて

現代音楽室内アンサンブルを指揮し好評を博す。同年 8 月、「全

米第 8回指揮コンクール」優勝。 

1983年 4月、山形交響楽団常任指揮者に就任し、毎年複数の定

期演奏会を含む 100 回を超える演奏会や 1990 年に行われた「山

形交響楽団東京特別公演」(東京サントリー・ホール)の指揮を担

当するなど、11年間にわたって同交響楽団の発展に尽力。 

1985年、宮城教育大学教育学部助教授に就任。指揮法、合奏等

を担当する傍ら、翌年には宮城教育大学管弦楽団を創設し、退職

までに 42回の演奏会を開催する。 

指揮以外の活動として、毎週放送の東北放送ラジオ番組「渡部

勝彦の音楽レストラン」のパーソナリティーを 1996年以来 12年

間継続して務めたことに加え、宮城県文化振興財団、東北放送主

催による「音楽レストラン」のライヴ版「渡部勝彦の音楽レスト

ラン・オン・ライヴ」パートⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴを東京エレクト

ロン宮城大ホール（旧宮城県民会館）で毎年開催し、いずれも満

員の中、大好評を博した。 

これらの活動の他、各種コンクールの審査員や講演会講師への

多数出演や、宮城県芸術協会や仙台国際音楽コンクール等を通し

たユニークな企画を多数手掛ける等、幅広い音楽活動を展開して

いる。2011年 3月宮城教育大学教育学部退職。同年宮城県教育文

化功労賞受賞。 

現在、宮城大学特任教授、宮城教育大学名誉教授、東北大学非

常勤講師、エマイユ・フィルハーモニック音楽総監督兼常任指揮

者、混声合唱団「みやぎコーラルハーモニー」音楽総監督兼常任

指揮者、一関市民オーケストラ音楽監督兼常任指揮者、宮城大学

管弦楽団顧問・音楽総監督兼常任指揮者、ＭＹＵ杜の混声合唱団

音楽総監督、二本松あだたら混声合唱団常任指揮者、宮城県芸術

協会音楽部（洋楽）運営委員。 

 

 

 



 

相澤 富美江 （MYU杜の混声合唱団指揮者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北大学文学部卒業。宮城教育大学大学院音楽教育専修修了。

声楽を板橋健氏に師事。また、O.W.コロ、K.グラーフ、K.ヴィト

マー等の各氏に指導を受ける。 

1992 年、1994年にジョイント・リサイタル、1999 年にソロ・

リサイタルを開催。2009 年、ピアニストの松山裕美子氏と共に、

シューベルトの歌曲のリサイタルを開催。その他、モーツァルト

作曲「レクイエム」、フォーレ作曲「レクイエム」、ヘンデル作曲

「メサイア」等、宗教曲のソリストを含め、多数の演奏会に出演。 

2006 年～2011 年、宮城県文化振興財団・東北放送主催「渡部

勝彦の音楽レストラン・オン・ライヴ」Ⅰ～Ⅴの県民参加特別合

唱団、2011 年、2012 年、宮城大学復興支援コンサートの「第九

を歌って元気になろう！合唱団」の合唱指導を担当。 

現在、宮城大学非常勤講師、混声合唱団みやぎコーラルハーモ

ニー音楽助監督兼指導者、MYU 杜の混声合唱団、女声合唱団フレ

ンド・ハーモニー、各指揮者。宮城県芸術協会、オルガンとカン

タータの会、各会員。 

     

市川 恵美  （MYU杜の混声合唱団専属ピアニスト）                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常盤木学園高等学校音楽科、宮城学院女子大学音楽科卒業。宮

城教育大学大学院音楽教育専修修了。 

第 11 回日本ピアノ教育連盟オーディション奨励賞及び第 6 回

東北青少年ピアノコンクール銀賞受賞。第 22 回日本ピアノコン

クール入賞。第 114回日演連推薦新人演奏会にて、外山雄三指揮、

仙台フィルハーモニー管弦楽団と、宮城教育大学管弦楽団第 37

回定期演奏会にて、渡部勝彦指揮、宮城教育大学管弦楽団と共演。

2004 年、ベルギーアンギアン国際マスタークラスに参加。ジャ

ン・ファシナ氏に指導を受ける。同マスタークラス修了コンサー

ト出演。 

これまでにピアノを、千葉いくこ、浅野繁、佐藤俊、倉戸テル

の各氏に、音楽表現を渡部勝彦氏に師事。現在、後進の指導に当

たりながら、演奏活動を行っている。ＭYＵ杜の混声合唱団専属

ピアニスト。アポロ音楽院、泉音楽院各講師、聖和学園高等学校

非常勤講師。 

 



 

特別ゲスト紹介                           

熊谷 梢 （クラリネット奏者） 

  

 

  

 

 

仙台市出身。宮城教育大学教育学部教員養成課程音楽教育専攻

卒業。同大学院音楽教育専修修了。大学院在学中に、同大学管弦

楽団第 33 回定期演奏会にてソリストを務めた他、ユースクラシ

ックコンクール 2004本選出場、第 15回日本クラシック音楽コン

クール全国大会入選。 

これまでに、クラリネットを日比野裕幸、遠藤文江の両氏に師

事。アンサンブルを渡部勝彦氏に師事。 

現在は、県内の音楽教室にて後進の指導を行っている他、2010

年より「トリオ・みゅう」として芸術銀河音楽アウトリーチ普及

事業に参加。学校や病院への訪問演奏など、様々な演奏活動を行

っている。 

 

 

柴谷 祐子 （トランペット奏者）                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 山形大学教育学部生涯教育課程音楽文化コース卒業、山形大学

大学院教育学研究科教科教育課程音楽教育専修器楽領域修了。

2011 年、スウェーデンで開催された Aurora Chamber Musicに参

加。   

これまでにトランペットを板倉駿夫、井上直樹、ボー・ニルソ

ン、ポール・メルケロの各氏に師事。 

現在、山形在住。楽器店、音楽教室トランペット講師他、金管

アンサンブルやオーケストラ等において演奏活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MYU杜の混声合唱団紹介                           

MYU杜の混声合唱団は、宮城大学が一昨年 12月に同大学大和キャンパスにて実施した「第九で宮

城を元気にしよう！復興支援コンサート」に参加した合唱団メンバーを中心に約 100名が集まり、

昨年４月に発足しました。宮城大学 の略称「MYU」と校章である「杜」をいただいて「MYU杜の混声

合唱団」と命名されました。宮城大学が目指す「地域との連携・共存を具現化した開かれた大学創

り」に寄与することを基本理念に、「歌うこと」を通して団員間の人間的交流を図り、音楽的素養

を高めるとともに、被災地の復興や地域繁栄に積極的に貢献し、さらには地域の音楽文化の向上に

も寄与することを活動の目的としています。音楽総監督に渡部勝彦宮城大学特任教授、指揮者に声

楽家相澤富美江氏を迎え、毎週水曜日夜に定期的な練習を行っています。昨年は、地域連携活動の

一環として、7月 22日に桂市民センターで「ふれあいコンサート」を開催しました。さらに年末の

12月 23日には、宮城大学主催の「第九で宮城を元気にしよう！宮城大学復興支援コンサート 2012」

の合唱団の中核メンバーとして参加いたしました。今回の演奏会は、活動の本拠地宮城大学構内で

の当団にとっての初めての演奏会となります。 

 

～～～～～～～【今回の出演者】～～～～～～～ 

 

ソプラノ 

明石久美子  

安孫子奈美 

安保かおる 

石川 令子 

大森佳代子 

岸  徳子 

菅原 幸子 

杉野 裕子 

清宮 久子 

高嶋 伸子 

田中美代子 

成田智恵子 

蓮沼 由美 

本田 恵子 

町田 エミ 

八巻 良子 

吉田サヨ子 

若生 純子 

 

アルト 

浅見 康子 

阿部 勝子 

伊藤 眞理 

西條 扶美 

高野利枝子 

手代木久美子 

千葉 英子 

中村 仁美 

早坂 美礼 

茂住 千里 

山田 一子 

山口 景子 

吉田 恵子 

渡沼 恭子 

石渡 ひさ 

菊池 義子 

木村せつ子 

高田 玲子 

玉川 和子 

東浜由美子 

西川 恵子 

野原 公子 

藤田 直子 

星谷みどり 

松永 恭子 

三浦いづみ 

守屋 則子 

中村 幸子 

 

テノール 

石川 重紘 

嶋  晄司 

菅原 和信 

高橋 孝男 

阿部 恒安 

金谷 秀雄 

松岡 賜康 

 

バ  ス 

阿部 琢也 

江橋 健一 

太田 裕文 

須栗 裕樹 

菊池 信哉 

岸  昭正 

田中 良信 

松下  茂 

松永 忠久 

三浦  翼 

 



 

宮城大学管弦楽団紹介                        

 

宮城大学管弦楽団は、宮城大学学生会のサークルです。年 1 回の定期演奏会の他に、大学祭や卒

業式、入学式、オープンキャンパス等の学内での演奏に加え、「MYU 杜の混声合唱団」との共演、県

庁ロビーコンサート出演等、活発な活動を展開してきました。特に、２０１１年及び１２年の１２

月に実施された宮城大学復興支援コンサートにおいて、ベートーヴェンの交響曲第９番「合唱付」

のオーケストラを担当し、好評を博しました。 

顧問及び音楽総監督兼常任指揮者には、渡部勝彦特任教授にご就任いただき、毎週木曜日・土曜 

日に定期練習日を設けてご指導をいただいております。 

 なお、楽団には卒業生や一般の方々にも多く所属していただいておりますので、オーケストラ活

動に興味がおありの方は是非気軽にご参加ください。 

 

～～～～～～～【今回の出演者】～～～～～～～ 
 

コンサートマスター：吉田菜々子 

 

第１ヴァイオリン 吉田 菜々子、中嶋 祥惠 

 

第２ヴァイオリン 武田 枝里子、藤原 若菜 

 

ヴィオラ  生田目 瑶子、久保田 さゆり、中島 幸子 

 

チェロ  堀村 廣雄、中島 佑、長谷川 杏子 

 

コントラバス  後藤 大輝、西村 光彦 

 

クラリネット  狩野 いくみ 

 

   ゲスト出演： クラリネット  熊谷 梢 

 

トランペット  柴谷 祐子 

 

 

 



 

合唱団団員募集のお知らせ                              

 

みなさん、ご一緒に歌いませんか！特に、男声パートの方を大歓迎します！ 
 

職業、年齢、経験は問いません。練習の合間に渡部先生が音楽に関する理論や歴史的推移

をわかりやすく解説、相澤先生が発声指導を行うことで、初心者の方でもすぐに歌えるよう

になる楽しい合唱団です。 

 

また、音楽環境が完備している宮城大学講堂での定期リハーサルや演奏会開催に加え、宮

城大学管弦楽団との共演もこの合唱団の魅力です。 

 

練習日時：水曜日（原則月４回） 18：50から 21：00まで 

   

練習会場：宮城大学大和キャンパス 本部棟講堂 

  

 会  費：月額 1,500円（他に楽譜代、演奏会参加費が必要となります） 

 

先ずは、お気軽に練習の見学にお越しください。 

 

合唱団ウェブサイト http://jigyo.myu.ac.jp/chorus/ 

 

 

              講堂での練習風景 

 

http://jigyo.myu.ac.jp/chorus/wp-content/uploads/2012/12/002.jpg


 

Believe                   杉本竜一 作詞・作曲  

 

１． たとえば君が 傷ついて 

くじけそうに なった時は 

かならず僕が そばにいて 

ささえてあげるよ その肩を 

世界中の 希望のせて 

この地球は まわってる 

いま未来の 扉を開けるとき 

悲しみや 苦しみが 

いつの日か 喜びに変わるだろう 

I believe  in  future 

信じてる 

                      

 

２．もしも誰かが 君のそばで 

泣きだしそうに なった時は 

だまって腕を とりながら 

いっしょに歩いて くれるよね 

世界中の やさしさで 

この地球を つつみたい 

いま素直な 気持ちになれるなら 

憧れや 愛しさが 

大空に はじけて耀
ひか

るだろう 

I believe  in  future 

信じてる 
 

いま未来の扉を開けるとき 

I believe  in  future 

信じてる 


