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♪Ｋ.Ｍ.Ｃ.通信♪ ２０１８—Ｎｏ．１０ 

2018.4.15 発行 
 

♪ 本番まで 2 週間となりました。これまでの練習の復習をすると共に、チケット販売に

もご協力下さい。大勢のお客様の前で良い演奏ができるよう、がんばりましょう。 

♪ 4 月 22 日のオケ合わせ（稔台市民センター第 2 ホール）は、先にソリストの合わせ

を行い、合唱曲の練習は 17:30～20:00 となります。ご予定下さい。オケ・ソリストの

練習中に到着した場合は、練習の妨げにならないよう静かに行動して下さい。 
 

♪練習メモ♪      本練習⑨  2018.4.8  ゆうまつど 

 
☆ 特にコラールでは指揮を見ること 
 

第４６曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・前の曲との対比でで始まるが、はっとして心の底から驚いた感じを出す。p の息もお

腹の深いところから出す。 

・出だし“Wie wunderbarlich”2 回続く有声子音に気をつける。V の発音。出すとき

溜めて弾かず流す。 

・3 小節“Strafe”子音が３つ続くので注意。語尾の“-fe”で下げない。 

・語頭の子音は下からズリあげて発音しないようにする。 

・4～6 小節“gute”“ leidet”“Schafe”に時間をかけて子音を支える。 

・4 小節“gute”は狭い U。 

・6 小節“Schafe”語尾の“-fe”で下げない。 

・9 小節“für”の出方は指揮を見る。 

【ソプラノ】 

・5 小節“leidet”上のソの音を L の発音で支える。 

・9 小節 3 拍目→4 拍目の 1 オクターブは 3 拍目のフェルマータの後に充分時間がある

ので焦らない。 

【アルト】 

・10 小節 3 拍目→4 拍目の音程の動きで 4 拍目を高めに意識する。 
 

第５０曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・“Laß”の音程は L で支える。第 46 曲の 5 小節 Sop.と同じ。 

・“Laß”は 「ラー」ではなく「ラ」だが短すぎず。“a”を延ばすというより“ß”を長

めに。 



2 

・“kreuzigen”の“kr”をしっかりしゃべる。 

・“kreuzigen”の“eu”の発音注意。狭すぎない「オ」で。 

・“kr”は堅く、“eu”はある程度軟らかく。 

【アルト】 

・6 小節 1 拍目“kreu-”の音程注意。 

【バス】 

・出だし もう少し準備を早くする。 

・2 小節“Laß”はズリあげない。 
 

第５０曲ｄ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・出だし もう少し準備を早くする。17 小節からのエヴァンゲリストで準備し、19 小節

のエヴァンゲリストの最後に被せるくらいで。 

・出だし“Sein”の h-moll を決める。 

・“Sein”も大切だが“Blut”ももっと大事。 

・19 小節“Blut komme”子音を両方ハッキリ。 

・“Kinder”の発音は「キィ」と横に広げて狭くしない。 

・“über”ＩにＵの要素を強めに。 

・32 小節 ここの“Kinder”から仕切り直しまとめに入る。 

【ソプラノ】 

・出だし“Sein”の音程注意、低い人がいるので高めに。 

・19 小節“Sein”→“Blut”で半音下がるところは半音の差をシッカリ付ける。ラ♯を

意識して低めに。 
 

第５３曲ｂ Ｔｕｒｂａ（兵士たちの合唱） 

・p で dolce。嫌みな感じで。もっと演技する。14 小節の“Judenkönig!”で subito f。 

【ソプラノⅡ】 

・14 小節“Gegrüßet seist”の音程が低いので注意。 

【アルトⅠ】 

・11～12 小節“Gegrüßet seist”高音から降りてきた「ラ」「ソ」が低くなりすぎない

よう注意。 

【アルトⅡ】 

・11～12 小節“Gegrü-”の音程が低いので注意。 

・13 小節“du”の音程も高く。 

【バスⅡ】 

・11 小節“Ge-”の音、もっと柔らかく。 
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第５４曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・1 節は ff、2 節目は 1 節より小さくするが mf くらい。ただし最初のブレスから気づか

う気持ちを込めて。 

・1 節 1 小節“Haupt”この曲は悲しい曲だがこの母音は明るく。 

・1 節 4 小節“Hohn”“kron”は“n”を一番イイ音程で。 

・1 節“Blut”“Wunden”“Schmerz”子音のタイミングを計ってしっかり。 

・1 節 2 回目“Spott”“gebunden”“Dornen”の子音を注意。“Dornen”の“D”は弾

く感じ。 

・1 節 7 小節“höchster”の“ch”唇を引いてしっかり発音。 

・2 節 7～8 小節“Augenlicht”の言葉の意味は「瞳の輝き」なので明るく。 

・2 人称の“Du”の母音を深く。（クリスチャンはイエスに対して“du”で呼びかける。） 

【ソプラノ】 

・いわゆる受難コラールだがわざと高音で書いてある。賛美歌より 4 度高い。 

・2～3 小節この音域に飛び上がるのはかなりの覚悟とブレスの準備が必要。 

・10 小節 4 拍目で下がりすぎない。 

【アルト】 

・12 小節の“Zier”の音、正確に。 
 

第５８曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・出だしは歌詞を覚えて顔を上げる（指揮を見る）。 

・34 小節以降“so steig herab”の“-eig”をハッキリと。各パートで K をしっかり言

う担当者を決めては？ 
 

第５８曲ｄ Ｔｕｒｂａ（祭司たちの合唱） 

・“Andern hat”の“A”はハッキリと。 

・“König”の“K”はハッキリと。 

・46 小節～“Ist er der”ちゃんと出る。 

・62 小節“Ich bin Gottes Sohn”指揮を見る。 
 

第６０曲 Ａｒｉａ（アルト），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

・楽譜にかじり付かす、顔を上げて歌う。 

・“wo”の発音、口先でなく後ろの方で言う。唇は閉じて、口の奥は開けて。 

・“wohin”の発音、横に狭い「イ」ではなく縦に開ける。 

・18 小節最後の“wohin”の“-hin”は、Sop.以外は同じ音なので合わせる。 

・21,23 小節 2 回の“wo”は、1 回目は Sop.が第 3 音で根音が Bas.にあり（基本形）
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安定した状態だが、2 回目は Bas.が第 3 音（6 の和音＝第 1 転回形）で不安定な状態

なので、2 回目の方を少し前のめりに歌う。 
 

第６１曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・“Der rufet”は“Der”でなく“ru-”の方にアクセント。 
 

第６１曲ｄ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

【ChorⅡ】 

・20 小節の 4 拍目で一度止まるので、慌てないで出る。 

・“Halt‼”緊張感「待て！」 

・“ob Elias komme,und ihm helfe”は、よくしゃべる。 
 

第６２曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・自分の問題として一人一人が告白する。第 61 曲 e の緊張の後だからと言って気を緩

めない。 

・最後“Pein”は“n”を一番イイ音程で。 

・8 小節 4 拍目～10 小節 和音を気にしながら。内声が動く。10 小節に入るとハ長調に

なる。この動きの中に救いを求める。 

【アルト】 

・12 小節“sein”の 2 音目 正確に。 

【バス】 

・8 小節 4 拍目→9 小節 1 拍目“Wenn mir”ただ音程が下がるだけでない。和音の中で

の位置を気にする。“mir”は少し早めに出る。 

・9 小節 1 拍目の「レ♯」と 3 拍目「ミ♭」は和音を考えると同じ音ではない（鍵盤で

は同じ音だが）。「レ♯」より「ミ♭」の方が高い。 

 「レ♯」は H-dur の和音の第 3 音だから低め、「ミ♭」は第 7 音だから高め。 

☆ 大きな原則として、♯は少し落ち着いた音に、♭は少し高めに。 
 

第６３曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

【ソプラノ】 

・20 小節“gewesen”“we-”の音程。♭レ－ド－♭レはちゃんと元の高さに戻ること。

ChorⅠとⅡでよく合わせる。 
 

第６６曲ｂ Ｔｕｒｂａ（祭司たちの合唱） 

・母音をもっと明確に、モゴモゴ発音しない。 

・29 小節 2 番目のセンテンスの語り出し“Darum befiehl,”は特に明瞭に。 


