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♪Ｋ.Ｍ.Ｃ.通信♪ ２０１８—Ｎｏ．１１ 

2018.4.22 発行 
 

♪ 本番まであと 1 週間です。今一度これまでの復習をし、体調を整えて臨みましょう。 

♪ 公演予定表（付･立ち座り表）を配布しています。Ｇ.Ｐ.までによくご確認下さい。 

♪ 4 月 29 日（日･祝）Ｇ.Ｐ.の予定について 

合唱団は 15:20～18:00 合唱曲合わせ（稔台センター第 2 ホール）です。 

（前回練習時に 15:30 開始と告知しましたが、10 分早まりました。また、この前 13:30

～15:00 第 1 ホールでオケ・ソリスト合わせがありますが、第 2 ホールには 15:00 か

ら入れますので、会場設営にご協力いただけますと助かります。） 

18:00 に終了後、本番会場の鎌ヶ谷きらりホールに移動し、19:30～20:30 Ⅱオケの

合唱つきアリア を中心にリハーサルを行います。 

♪ 直前まで集客に努めましょう！ 精算と残券の返却はＧ.Ｐ.までにお願いします。 

♪ 演奏会のＣＤの申し込み、打ち上げの参加申し込みを受け付けています。お早めに！ 

♪ 今年度の通信発行はこれで最終ですが、オケ合わせの録音配信はいたします。 
 

♪練習メモ♪   本練習⑩  2018.4.15  馬橋東センターホール 

第１曲 Ｃｈｏｒus（合唱） 

・17 小節出だしの“Kommt”K を言うタイミングは 1 拍目より前（小節線のあたり）。 

・31 小節“unschuldig”U は丸い口。 

・37 小節 リピエノが歌い終わった後、消えてしまわないでしっかり決める。 

・34 小節他“Sehet”しっかり決めてから入る。ずり上げない。 

・57 小節～“Wohin?”は他のパートを先導するように。 

・62 小節（リピエノが入ったあたりから）ちょっとあやしくなる。ごまかさない。 

・67 小節～ 音の粒をはっきり出す。 

・89 小節最後は呼吸を合わせて。 

・90 小節最後の“Lamm”唇を離さない。 

【ソプラノⅡ】 

・67 小節“Wohin?”上のソの音は上がり切っていない。68 小節の♮ファは逆に高すぎ。 

【アルトⅠ】 

・72 小節“Sehet ihn”聴かせどころ。しっかり入る。 
 

第２９曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・36 小節“einer Jungfrau”はマリア様のこと。そのイメージで。 
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・79 小節から 81 小節 2 拍目（ソプラノがコラールに入る前）までのテンポを遅くする

ので、特に下三声の人は指揮をよく見ましょう。79 小節に入ったらすぐに遅くする。 

【ソプラノ】 

・リピエノと同じ旋律を歌いますが、リピエノがいるから…と思わず、大人の女性の温

かさで支えるような意識で。 

・95 小節“-ge”長いが、フェイドアウトしない。オルガンのように、鍵盤を押してい

る間同じ音で鳴り響くイメージ。 

【アルト】 

・79 小節 うんと濃く歌う。後期のドイツリートを歌うように。息を整え直して、“für 

uns”1 つ 1 つ突き刺すように。“für”のソの音は高めに取る。 

【テノール】 

・76 小節 ♮レの音程注意。 
 

第３曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・“Herzliebster”最上級の愛。最愛の。L で愛を表す。 
 

第４曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・13 小節“Auf-”の 16 分音符、明るい A で。 

・14 小節“Aufruhr werde im Volk.”最後まできちんとしゃべる。 

【ソプラノⅡ】 

・9 小節 Sop.Ⅰより高い所から始まるので、がんばって。 
 

第４曲ｄ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

【ソプラノ】 

・33 小節最後のレの音、絶対に下がらない。 

【テノール】 

・28 小節♭ラの音からハ短調に変わる。その後ニ短調に。最後まで攻める。 

※ この曲に入る前のエヴァンゲリストが、21～22 小節でニ短調からイ短調に変わる。

目まぐるしく変わる調性、和声の変化の中で意識して歌う。 
 

第９曲ｂ Ｔｕｒｂａ（弟子達の合唱） 

・4 小節“Wo,”楽しそうに。断食の後の食事のことを言っている場面なので。響きを

上に。「ンヴォ」と N が入らないように。 

・6 小節～“wo sillst du, …”なめらかに。 
 

第９曲ｅ Ｔｕｒｂａ（弟子達の合唱） 

・12 弟子のうちユダを除いた 11 人が 1 回ずつ“Herr,”と歌う。本来は Chor.Ⅰのみ。
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“Herr, bin ichs?”を段取りで歌わず、1 回 1 回気持ちをこめて。 
 

第１０曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

【ソプラノ】 

・顔の鼻より上の声で歌う。お腹の支えも。 
 

第１５曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・明るい母音で。大きい声ではなく、明瞭なホ長調。光が照っているようなイメージ。 

・4 小節“an”8 小節“-tan”うんと明るく。ドイツ語の A は明るい。イタリア語では

暗くすることもあるが。 

・7 小節“nimm mich”M の時間を十分に取って。 

・9 小節からの後半は流す。母音から母音へ息を流してつないで歌う。 

【ソプラノ】 

・16 小節 響きが落ちないように。“Himmelslust”の U は明るい音で。（この U は開口

音の U ですよ。） 

【アルト】 

・12 小節“Kost”嬰ハ長調の和音。♯ミが低くならないように。はまれば聞こえるはず

だが、今は埋もれている。 
 

第１７曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・前の 15 番がホ長調の明快な響きだったのに対し、半音下がった変ホ長調になって陰

りが出るが、陰りは自然に出るので、それ以上自主的に陰りを出さない。 

【ソプラノ】 

・16 小節“Schoß”下がらない。その音だけ別に歌うように。 
 

第１９曲 Ｒｅｃｉｔａｔｉｖｏ（テノール），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

・“Was”明るい音で。目いっぱいの気遣いを出す。 

【ソプラノ】 

・18～19 小節“ich,”と“ach”ははっきり別の音で。決して高い音ではないので、い

つも音程に忠実に。 

【アルト】 

・7 小節 3 拍目「ナポリのⅡ度」の和音。♭ソをしっかり高めに。 

【バス】 

・12～13 小節 ♭は高めに取る。♯はちょっと落ち着いて取る。 
 

第２０曲 Ａｒｉａ（テノール），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

・“Sünden”発音注意。 
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【テノール】 

・59 小節“sein”♮シの音程下がらない。 
 

第６７曲 Ｒｅｃｉｔａｔｉｖｏ（バス、テノール、アルト、ソプラノ），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

・16 小節“Nacht”T は流す。「ツッ」のように出さない。 

【ソプラノ】 

・2 小節出だしの音程が下がっている。先行する器楽をよく聞いて。 

【アルト】 

・“Mein Jesu”浮かび上がるように。自分の言葉で。 

【テノール】 

・15 小節 がんばって。前へ出して。 

【バス】 

・10 小節 お腹で準備をして口で歌う。立派な鳴らす声ではなく、上の方から出す。 
 

第６８曲 Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 

・20 小節～ChorⅠ pと書いてあるが、お腹の支えはむしろ他の所よりも強く。 

・49 小節～ChorⅠ よくしゃべる。 

・52 小節～ChorⅡ“wohl”に向かって持って行く。 

・65～66 小節 ChorⅠ 音量を落とすが、響を落とさない。 

・“höchst”“vergnügt”などウムラウトは、口の後ろの方を開けると響きも音程もよく

なりますよ。 

【ソプラノⅠ】 

・73 小節～音量が小さくなるにつれて体を開く。72 小節の“sein”の後たっぷり息を

吸って、頭の後ろから出す。 

【ソプラノⅡ】 

・68 小節からの音程注意。 
 

第２５曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・出だし“Was”生の声できっぱりと言うイメージで。リヒターの初期の録音のように。 

・明るい音で一音一音の粒が立つように。 
 

※ 歌い終わる時は全員顔を上げる。「神の御心のままに！」 

※ コラールは特に、節目節目で指揮を見る。指揮の見方（盗む）を習得する。 

 

「練習メモ」作成にご協力下さった方々（敬称略） 

木下理子 樋口麗子 三上麻紀 柳生田薫 加登伸江 川田道子 藤井みゆき 佐藤崇志 

ありがとうございました。 


