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ごあいさつ                                               
宮城大学管弦楽団・ＭＹＵ杜の混声合唱団  第二回合同演奏会にあたって 

宮城大学 学長 西垣 克 
 

 キャンパスの池をわたる夏の風に乗って、ヒグラシの合唱が聞こえてくる季節となりました。発災から３年の歳

月が過ぎ、春のサクラの花が咲いていたのにも、目に画像が映らず、同じようにセミの声も耳に届いても気にす

る余裕がなかったことを思い出すのです。 

このような時に、宮城大学地域連携センター長をお願いしている理事の園部先生から、みんなで元気を出

すために、合唱で第九を歌いましょうと提案されたのです。さっそく準備にかかりました。パークタウンの皆さん

に参加の案内をつくることから活動ははじまりました。この企画に、皆さん方が関心を寄せていただけるか一抹

の不安が過りましたが、結果はご存知の通り、杞憂はおろか合唱団にまで発展してきました。 

団長の田中さんをはじめとする皆さん方の熱意に敬意を表するとともに、ここに第二回演奏会を開催される

ことに対して心からお喜び申し上げます。 

この活動を考えるとき、いつも頭に浮かぶものがあります。それは、ご覧になった方々も大勢おられると思い

ますが、２００２年に公開されたロマン・ポランスキー監督の「戦場のピアニスト」の一シーンです。戦禍に破壊

されたワルシャワが、津波で破壊された沿岸の街に重なり合うのかもしれません。その荒涼とした景色に流れ

る音楽を人間として求めていることに共感を覚えるのかもしれません。この愚かしい人類は、第二次戦争が終

結して 70年を経て、何やらまた懲りずにきな臭い世相がよみがえってきています。皆さん方の歌声が、狂気の

風を吹き飛ばすような演奏会になることを祈ってご挨拶といたします。 

音楽が持つ無限の力                               音楽総監督 渡部 勝彦 

「人間と音楽」という言葉は、学術の場だけではなくいろいろなところで使用されている。その

理由は、「音楽」は人間の日常生活に欠かすことができない、言い代えれば、人間と「音楽」は切り

離すことができない一体化したものであるということであろう。名ヴァイオリニストのメニューイ

ンは、「音楽」は人間の死に直面した時から存在し、それは、50万年も前のことであったと述べてい

る。一方、私たちが日ごろ何の不自由もなく使っている「言葉」は、8万年前くらいに使用されるよ

うになったそうである。また、「言葉」はさまざまな物や行動を表現するが、「音楽」は心の内なる

世界にかかわっている、とも述べている。このように、「音楽」は言葉では表現できない人間の情感

そのものに直結していることが分かる。 

ところで、「音楽」を通した MYU杜の混声合唱団の皆さんとの日々の交流は、日々多忙に追われて

いる私の人生に温かな安らぎの光りを与えてくれている。リハーサル時にみられる彼らの溢れるば

かりの笑顔は、何と素晴らしいものであろうか。音楽を愛する人々がみせる素直な情感表現である。 

よくよく考えてみると、あの記念すべき第 1 回「第九」演奏会以前には、知り合う機会もなかった

人々であったのだが、今は私の人生に不可欠の「音楽の友」となっているのである。「第九」の魅力

もさることながら、「音楽」が持つ宇宙的無限の力は、何とも不可思議且つ魅力的なものであろうか！ 

私は、これまで心から愛する「音楽」という領域に生きてこられたことに、つくづく幸せだったと

思わずにいられない。そして、これからも「音楽の友」を「心の友」と思い、今回の演奏会も含め、

残り少ない余生にしっかりと記憶に刻んでいきたいと思っている。 
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ごあいさつ                                               

音楽監督・指揮者 相澤 富美江  

豊かな自然と美しい四季のある日本。私たちは、遠い昔よりその恵みの中で日々の暮らしを営み、そしてそ

の中から心の潤いのある美しい歌が生まれ、歌い継がれてきました。第１部で演奏します『ふるさとの四季』は、

そのような美しく懐かしい歌を集めて作られています。 

日本はその国土の約 4分の 3が山地で、山の多い国だそうです。私達の宮城県でも、その西部には奥羽山

脈が連なり、栗駒、船形、蔵王等の山々が、私たちにその美しく豊かな姿を見せてくれています。第３部では、

私たちに身近なこの蔵王を歌った、組曲『蔵王』を選曲しました。緑豊かな春、夏山登山の楽しさ、東北なら

ではの冬の厳しさや雪の幻想的な風景、再び巡って来た春の喜び等、四季折々の情景が描かれています。 

当合唱団も創立より２年と４か月目を迎えます。本日は、合唱団の皆さんと共に、美しい自然や日本の四季

の風景を、少しでも色鮮やかに描き出したいと思っております。ご来場下さいました皆様と、楽しく心豊かなひ

とときを共有できればと願っております。 

 

宮城大学管弦楽団 団長 後藤 大輝 

本日はお忙しい中、宮城大学管弦楽団・MYU杜の混声合唱団第 2回演奏会にご来場いただき誠にありが

とうございます。宮城大学管弦楽団は皆様の支えもあって今年で創立 10週年を迎えることができました。現在

団員は少数ですが、一人一人が熱意を持って練習に励んでおります。本日の演奏会では皆様や私達管弦楽

団を支えていただいた方々へ対して感謝の気持ちを込めて精一杯演奏したいと思います。限られた時間で

はありますが、最後まで楽しんでいただければと思いますので、ごゆっくりお聴きください。 

 

MYU杜の混声合唱団 団長 田中 良信 

本日は、宮城大学管弦楽団と私たち「ＭＹＵ杜の混声合唱団」の第二回合同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、2011年末、宮城大学主催「第九で宮城を元気にしよう」復

興支援コンサートが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、2012

年４月に結成されました。宮城大学（ＭＹＵ）が目指す「地域と共に歩む開かれた大学創り」に寄与すること及

び「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も寄与することを目的として活動して

います。昨年は６月に仙台白百合学園 120 周年記念コンサートに、９月には県民ロビーコンサートに宮城大学

管弦楽団と共に出演、また昨年末の大学大階段での第九の第３回コンサートには共催として参加しました。 

 今回は、混声合唱の神髄が味わえる組曲『蔵王』にも取り組みました。地元蔵王の季節と共に移り変わる風

景を思い浮かべ練習してまいりました。また皆さまが良く歌われてきた唱歌他も心こめて歌わせて頂きます。 

 今や「風物詩」となった年末の宮城大学大階段での「第九」と「ＭＹＵ杜の混声合唱団」が地域に愛され続

けられるように、団員一同頑張ってゆく所存です。本日の開催に当り、宮城大学の皆さま、ご家族の皆さま、地

域の皆さまに感謝するとともに、引き続きご協力ご支援をお願い申し上げます。 
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プログラム                                               

お話・進行  渡部 勝彦 

【第 1部】 ～ 心のハーモニー ～ 

混声合唱のための唱歌メドレー 『ふるさとの四季』（源田俊一郎編曲） （全曲） 

指揮 相澤 富美江   ピアノ 市川 恵美  

１． 故郷   ７． われは海の子  

２． 春の小川   ８． 村祭         

３． 朧月夜   ９． 紅葉 

４． 鯉のぼり   １０． 冬景色 

５． 茶摘   １１． 雪 

６． 夏は来ぬ   １２． 故郷 

『サウンド・オブ・ミュージック』 （O.  ハマースタインⅡ世作詞／R. ロジャース作曲） より 

指揮 渡部 勝彦    演奏 宮城大学管弦楽団  

１． サウンド・オブ・ミュージック（原梨香訳詞） 

２． ドレミの歌（ペギー葉山訳詞） 

３． エーデルワイス（阪田寛夫訳詞） 

４． すべての山に登れ（北野實訳詞） 

 

                    ＊＊＊  ≪休 憩 ≫ ＊＊＊   

 

【第 2部】 ～ オーケストラの魅力 ～ 

指揮 渡部 勝彦    演奏 宮城大学管弦楽団  

１． J. S. バッハ作曲 『管弦楽組曲第 3番』 BWV1068 より 

『G線上のアリア』 

２． レスピーギ作曲  

      『リュートのための古風な舞曲とアリア』 第３組曲より 「イタリアーノ」、 

「シチリアーノ」 

３． W. A. モーツァルト作曲 セレナード第 13番ト長調 

               『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』 K. 525 より 第 1楽章 

 

【第 3部】 ～ 混声合唱のしらべ ～ 

混声合唱のための組曲 『蔵王』（尾崎左永子作詞／佐藤眞作曲）より 

 指揮 相澤 富美江   ピアノ 市川 恵美  

１． 蔵王賛歌   ５． 雪むすめ 

２． 投げよう林檎を  ６． 吹雪 

３． 苔の花   ７． 樹氷林 

４． どっこ沼   ８． 早春 



4 

 

演奏曲解説                                              

≪第 1 部≫ 

混声合唱のための唱歌メドレー『ふるさとの四季』 

なつかしい唱歌を、春から順に四季を追ってそれぞれ楽しくアレンジし、メドレーにしたもの。

始めと終わりには「故郷」が歌われる。 

『サウンド・オブ・ミュージック』より 

「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と、それに基づいた映画を

原作としたミュージカル。「サウンド・オブ・ミュージック」は、ミュージカル冒頭で、マリアが

丘の上で自然の素晴らしさを讃えて歌う。「ドレミの歌」は、主人公のマリアがトラップ家に来て、

子どもたちと初めて会ったときに歌う曲。「エーデルワイス」は、ザルツブルクの合唱コンクール

に出ることになったトラップ一家が、祖国を思って歌う曲。「すべての山に登れ」は、トラップ大

佐への思いを整理するために修道院に戻ってきたマリアに対し、修道院長が力強く励ます曲。ミ

ュージカルの最後で、トラップ一家がアルプスを越えてスイスに向かうシーンでも歌われる。 

≪第 2 部≫ 

『G 線上のアリア』 

ドイツの作曲家、J.S.バッハ（1685年～1750年）の管弦楽組曲第 3番ニ長調 BWV1068の第 2楽章

「エア」。第 1ヴァイオリンの旋律が非常に美しく、様々な編曲でも親しまれている曲。ヴァイオリ

ンとピアノのための編曲が、ヴァイオリンの G線だけで演奏できるため、この題名で知られている。 

『リュートのための古風な舞曲とアリア』第 3 組曲より 

イタリアの作曲家、レスピーギ（1879年～1936年）はこの題名の組曲を 3つ作曲している。いず

れも 15～16世紀頃の古い弦楽器であるリュートのための曲を、管弦楽用に編曲したもの。レスピー

ギは、ローマのサンタ・チェチリア音楽院の教授を務めていた頃、その図書館で古い時代の楽譜を

研究するのを楽しみとしていて、気に入ったものをしばしば管弦楽に編曲していた。この組曲もそ

の編曲が基となっている。第 3 組曲は、1931 年に作曲されたもので、弦楽合奏または弦楽四重奏で

演奏される。 

『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』ト長調 K.525 より 

オーストリアの作曲家、モーツァルト（1756年～1791年）が作曲したセレナードの中でも最も有

名な作品で、1787年にウィーンで作曲された。『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』とは「一つの

小さな夜曲」という意味のドイツ語。親しみやすい旋律と開放的で明快な曲調により、大変人気の

高い作品。 

≪第 3 部≫ 

混声合唱のための組曲『蔵王』より 

1961 年、文部省主催第 16 回芸術祭合唱部門参加作品として、ニッポン放送の依頼で作曲された。

9曲で構成されており、蔵王の四季が歌われている。親しみやすく美しいメロディーとハーモニーに

より、多くの合唱団に愛唱され続けている。1991年に改訂。本日は 8曲を演奏する。 
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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年に渡米後、バトラー大学（フレンチホルン専攻/インディ

アナ州インディアナポリス市）、シンシナティー大学大学院（オハ

イオ州シンシナティー市）、インディアナ大学大学院博士課程各音

学部に学費全額免除特待生として入学。1979 年 9 月、インディア

ナポリス歌劇場副指揮者に就任し、オペラの研鑽を積む。インディ

アナ大学音楽部では、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する。1981 年 4 月、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。1981年 5月、インディアナ大学博士課程を単位取得退学。同年 8月、

ウィスコンシン州にて開催された「全米第 8 回指揮コンクール」に優勝。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 3月に行われ

た東京サントリー・ホールにおける「山形交響楽団東京特別公演」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した。 

1985年 9月、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、1986年 2月

には、渡部勝彦ゼミナール・宮城教育大学管弦楽団を創設し第 1回目の演奏会を開催する。さらに、

1988 年 4 月、山形交響楽団専属「楽友合唱団」を設立し、音楽監督兼運営委員長として、レクィエ

ム、オラトリオ、ミサなどの演奏会を企画し、山形県における合唱音楽の活性化を図る。加えて、

山形交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団を含む多数のオーケストラを客演指揮する等、活発

な指揮活動を続ける。1993 年、宮城教育大学教授に昇任。その他、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、いずれも超満員の中、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に加え、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。ま

た、2013 年 1 月には、宮城県栗原市「栗原ドリーム・アンバサダー」に就任し、地域振興や文化向

上にも尽力している。2011年 3月宮城教育大学を定年退職。同年宮城県教育文化功労賞受賞。 

現在、宮城大学特任教授、宮城教育大学教育学部名誉教授、東北大学非常勤講師、宮城県芸術協

会執行理事、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、二本松あ

だたら混声合唱団常任指揮者、ＭＹＵ杜の混声合唱団音楽総監督、宮城大学管弦楽団音楽総監督兼

常任指揮者。 
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相澤 富美江（MYU杜の混声合唱団音楽監督・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、2014年、ピアニストの松山裕美

子氏と共に、歌曲リサイタルを開催。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、2013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、

MYU 杜の混声合唱団音楽監督、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、女声合唱団フレン

ド・ハーモニー指揮者。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 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、第37回宮城教育大学管弦楽団定期演奏会にて、渡

部勝彦指揮、宮城教育大学管弦楽団と共演。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

進の指導に当たると共に、演奏活動を行っている。 

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。ＭＹＵ杜の混声合唱団ピアニスト。宮城県芸

術協会正会員。 
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宮城大学管弦楽団                                         

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１２年、そして１３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、毎週水曜日に定

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。 

 

賛助出演 仙台白百合学園中学・高等学校オーケストラ                                          

設立１５年目を迎えるオーケストラで仙台白百合学園を代表する団体として活動している。現在は中１から

高３まで団員数１０２名。毎年大盛況の定期演奏会をはじめ、クリスマス会でのハレルヤコーラスの伴奏など、

各種事業に積極的に参加している。宮城大学との交流ではベートーヴェン作曲交響曲第９番合唱付の演奏

会に有志が３年連続して参加している。 

 

～～～～～～～【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 青田知子 中嶋祥惠 石原みなみ 武田枝里子 狩野珠美 

【第 2ヴァイオリン】 岡千春 小澤牧子 藤原若菜 鎌田瑠奈 佐藤榛花 西野有 

【ヴィオラ】 安田史恵 中島幸子 久保田さゆり 小野寺夏希 

【チェロ】 長谷川杏子 堀村廣雄 林治秀 中島佑 

【コントラバス】 草刈恭 寺川真代 後藤大輝 平林真弘 山本智奈 遠藤凪沙 

【フルート】 菅原萌 大場寧々 

【オーボエ】 井筒梨音香 

【クラリネット】 狩野いくみ 

【ホルン】 岩石千明 佐藤寿々花 

【トランペット】 福田茜 山田侑奈 

【トロンボーン】 藤倉暢子 新井乃絵留 
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MYU杜の混声合唱団                                       

音楽といえばカラオケ一筋で楽譜も読めない男が、一念発起して大震災の年に開催された宮城大学主催

の「第九」演奏会に参加したところ、その感動が忘れられず、翌年に結成された合唱団には、いの一番に入団。

自分と同じレベルのご同輩も多いことに安心する反面、飯の次に合唱が好き、どころか、飯よりも合唱が好きで

３つ４つの合唱団を掛け持ちしている猛者もいたりでびっくり仰天、居場所が違うと戸惑うこともありました。しか

し、先生方の懇切丁寧・全身を使った発声練習や移動ド唱法の訓練によって徐々に発声や楽譜への抵抗感

もなくなり、週 1回の練習日が待ち遠しくなるほどの成長も実感し、本日、こうして大勢のお客さまの前でこれま

での成果を発表できるまでになりました。 

 合唱団活動を通して得た多士済々、良き仲間たちとの交流も、会社定年後の生き方を、愉快に、かつ、幅

広くしてくれています。（～『 ある男声団員のつぶやき 』より～） 

～～～～～～～【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 岸徳子 久保田千代 櫻井貴子  

菅原幸子 高嶋伸子 田中美代子 中澤律子 蓮沼由美 濱尾みね子  

本田恵子 町田エミ 毛利美貴 吉田サヨ子 

 

【アルト】 

浅見康子 阿部勝子 石渡ひさ 伊藤眞理 木村せつ子 西條扶美 

澤口繁子 塩飽憲子 高野利枝子 玉川和子 東浜由美子 中村幸子 

西川惠子 野原公子 原田玲子 藤田直子 松永恭子 三浦いづみ  

守屋則子 山田一子 渡沼恭子 

 

【テノール】 

阿部恒安 大森守 金谷秀雄 嶋晄司 菅原和信 高橋孝男 

松岡賜康 水野健五郎 

 

【バス】 

氏家正明 内海克美 江橋健一 太田裕文 岸昭正 須栗裕樹  

田中良信 松下茂 松永忠久 渡辺法義 
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合唱団員募集のお知らせ                                     

みなさん、ご一緒に歌いませんか！ 

年齢、経験は問いません。練習の合間には、音楽総監督の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、音楽監督の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大きな魅力になっています。 

 

練習日時： 毎週水曜日（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 2,000円（大学生以下 1,000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下さい。 

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

 

上を向いて歩こう           

涙がこぼれないように         

思い出す 春の日           

一人ぽっちの夜       

                    

上を向いて歩こう 

にじんだ星をかぞえて        

思い出す夏の日           

一人ぽっちの夜   

      

幸せは雲の上に 

幸せは空の上に 

 

上を向いて歩こう 

涙がこぼれないように 

泣きながら歩く 

一人ぽっちの夜 

 

思い出す秋の日 

一人ぽっちの夜 

 

悲しみは星のかげに 

悲しみは月のかげに 

 

上を向いて歩こう 

涙がこぼれないように 

泣きながら歩く 

一人ぽっちの夜 

一人ぽっちの夜 

 


