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♪Ｋ.Ｍ.Ｃ.通信♪ ２０１８—Ｎｏ．6 

2018.3.4 発行 

 

♪練習会場がすべて決まりました。また練習内容の変更もあります。ご確認下さい。 
 

 日 付 時 間 会 場 備 考 

予備練習④ 3／ 4 (日) 17:00 － 19:50 女性センターゆうまつど  

予備練習⑤ 3／11 (日) 17:00 － 19:50 女性センターゆうまつど 予備練習に変更 

本練習⑥ 3／18 (日) 17:00 － 19:50 女性センターゆうまつど  

本練習⑦ 3／25 (日) 17:00 － 19:50 女性センターゆうまつど 本練習に変更 

本練習⑧ 4／ 1 (日) 17:00 － 19:50 女性センターゆうまつど  

本練習⑨ 4／ 8 (日) 17:00 － 19:50 女性センターゆうまつど  

本練習⑩ 4／15 (日) 16:00 － 18:50 馬橋東センター ホール 練習後懇親会予定 

オケ合わせ 4／22 (日) 合唱は 17:00以降 稔台センター第 2 ホール 詳細は後日連絡 

Ｇ.Ｐ. 4／29 (日･祝) 午後～夕方 稔台センター第 2 ホール 

⇒鎌ヶ谷きらりホール？ 

詳細未定、後日連絡 

本番当日 4／30 (月･休) 10:30 － 13:00 

14:30 － 17:30 

鎌ヶ谷きらりホール リハーサル 

本 番 
 
♪演奏会の宣伝にご協力下さい。情報誌への掲載、ポスター掲示やチラシ置きのできる

場所、チラシを挟み込める演奏会などの情報もお待ちしています。 

♪参加費の納入がまだの方は、お早めにお願いします。 

 

 

 

 

 

♪練習メモ♪      本練習③  2018.2.25  稔台第２ホール 

 

第４０曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・1 つ前のアルトのアリア最後のロ短調の和音を聞いて、自分の音を確認、探らずはっ

きり出る。 

・“ich”“gleich”子音 ch の発音は sh にならないように。口を横に開く。でも、母音

では縦に戻す。 

・5 小節はイ長調。全パートで確信を持って。 

・8 小節 Todespein”子音を長く。全員でそろえて。 

【通信 No.5 の訂正】 

練習メモ 本練習④（誤）2018.2.21⇒（正）2018.2.11 

訂正をお願いいたします。 
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・12→13 小節“Huld ist”ノンブレス。 

・16 小節“befinde”のような語尾はあまり口を開けないで音程を保つ。 

【ソプラノ】 

・5 小節“hat”明るく。h は息が抜けるだけ。 

【アルト】 

・出だし 短調の第 3 音なので高く取る。 

【バス】 

・2→3 小節 短調→長調 自信をもって 4 度上がる。“stell”少し早めに言う。 
 

第４１曲ｂ Ｔｕｒｂａ（祭司たちの合唱） 

・指揮を見て積極的に出る。前のエヴァンゲリストは 4 拍子だがこの曲は 3 拍子。Chor

Ⅱは待ちかまえているように。 

・祭司や長老たちのセリフを言うように、生々しく。前に出す声。 

・初めは ChorⅡが先導、19 小節～は ChorⅠが先導。“da siehe”決然と。 

【アルト】 

・Alt.Ⅱ出だし“Was”レ♯の音、鋭く出す。 
 
第４４曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・言葉を積極的に。 

・4 小節“kränkt”最後の子音は 3 拍目をかけてゆっくりと。指揮を見る。 

・4 小節“kränkt”の最後の子音 t をお腹でしっかり発音することで自然にブレスがで

きる。 

・6 小節“des,”カンマの後でブレス。他のフレーズも、カンマでブレス。カンマがな

いところではブレスしない。 

 例外は、2 小節。“und”の前でブレス。 

【ソプラノ】 

・14 小節“da”特にソプラノは明るく。 
 

第４５曲ａ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・“Barrabam!”知性を捨てて！ 

【ソプラノ】 

・ChorⅡ 低い音だが高い音のようなつもりで。 
 

第４５曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・“Laß”4 分音符の長さはあるが、短母音なので ß を長めに。 

・“kreuzigen”子音 kr をしっかり。この単語が聞こえないとこの曲は意味をなさない。 

【ソプラノ】 

・最後の“kreuzigen”語尾はスッと終わる。不必要に伸ばさない。 

【アルト】 
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・42 小節 音程があいまいにならない。最後のラ♯ていねいに下りる。 

【テノール】 

・はっきりした声で。あえて非声楽的になっても。 

・42 小節～細かい動きだが遅くならない。テンポのまま。 

【バス】 

・39 小節以降の臨時記号のついた音に気をつける。 
 

第４６曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・嘆き節にならないように。 

・“wie wunderbarlich”w の発音しっかり。下唇の内側に上の歯をつけて。 

・4 小節“Strafe”語尾はあまり口を開けすぎない。 

・最後の“Knechte”少しリタルダンド。必ず指揮を見る。 

【テノール】 

・10 小節最後の 8 分音符はリタルダンドのタイミングを合わせて。 
 

第５０曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・“Komme”“Kinder”K の子音をしっかり。 

【バス】 

・出だしの音はっきり。前のエヴァンゲリストから取れるように。 
 

第５３曲ｂ Ｔｕｒｂａ（兵士たちの合唱） 

・皮肉っぽく子音をはっきり。 

・“Gegrüßet”ü の発音、閉じた音。 

・14 小節“Jüdenkönig”Jü のウムラウトは取る。ここで 8 声が揃い音量が増すが、あ

えてわざとらしく即フォルテ。 
 

第５４曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・言葉の緊張感を持って。 

・16 小節わずかにリタルダンド。指揮を見て。 

・2 回目 音量は下がるが、言葉の緊張感が増す。 

・2 回目の最後“-richt”二重子音を ch と t に分ける。 

【ソプラノ】 

・ストレートな声で。 

・子音をお腹で支え、頬より上で響き。上と下で支える。全身を使う。 

【バス】 

・出だしの 8 分音符 2 つをはっきり。 
 

第５８曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・出だし ChorⅡ 前の曲最後の 4 分休符を指揮するので、それを見て入る。 

・32 小節～ 各パート“hilf”出だしのタイミングをしっかり。 
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・最後の“Kreuz”最初の子音から全員で揃えて。 
 

第５８曲ｄ Ｔｕｒｂａ（祭司たちの合唱） 

・出だし ChorⅡ 第５８曲ｂは 8 分休符があったが、今度は小節頭から。 

・54 小節“so wollen”でばかにするように即ピアノ。55 小節 4 拍目でフォルテに戻す。 

・57 小節～“der erlöse”各パート出だしをしっかり。 

・61 小節 4 拍目だが“denn”弱くしない。しっかり。 

・63 小節“Gottes”Got と tes を分けないで。 

・63 小節“Gottes”は開いた o、“Sohn”は閉じた o。 

・イエスが十字架にかかっているという緊張感をいつも忘れない。 

【ソプラノ】 

・61 小節の“ihn”装飾音は入れる。8 分音符でミ－レ♯。 
 

第６０曲 Ａｒｉａ（アルト），Ｃｈｏｒｕｓ（合唱） 
 

第６１曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・ChorⅠだけで歌う。 
 

第６１曲ｄ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・ChorⅡだけで歌う。 

・第６１曲ｅの 26小節イエスが亡くなるところから第６２曲まで一切の音を出さない。

25 小節エヴァンゲリストの“laut”までに楽譜をめくっておく。 

【ソプラノ】 

・23 小節“sehen”ファ♯上がり切る。 
 

第６２曲 Ｃｈｏｒａｌ（コラール） 

・暗い声にならない。響きは明るく。 

・3 小節“nicht”焦らない。少し長めに。 

【バス】 

・3 小節“scheiden”ファ♯低くなりすぎない。 
 

第６３曲ｂ Ｔｕｒｂａ（群衆の合唱） 

・21 小節“gewesen”s は濁る。語尾は口をあまり開けず、最後の n の響きが天に抜け

ていくイメージ。 

【ソプラノ】 

・20 小節“Sohn”一番いい響きで。でも、o は閉じた発音で。 
 

第６６曲ｂ Ｔｕｒｂａ（祭司たちの合唱） 

・逆説的にイエスの復活を語っているシーン。 

・最初の“Herr”しっかり合わせる。 

・言葉が順番に出てくるところ、よく確認して。 


