
平成３１年４月５日 

各合唱団 様  

埼玉県合唱連盟 理事長 小野瀨 照夫 

SAITAMA コーラスワークショップ２０１９のご案内 

 

陽春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

標記のとおり「ＳＡＩＴＡＭＡコーラスワークショップ２０１９」のご案内を申し上げます。今年度は『コンクール課題曲』にスポッ

トを当て開催いたします。前年度とは講習の形態を変え、多くの合唱団が舞台上にて団体ごとに演奏し講師の先生の指導

を直接受ける【クリニック受講講習】といたしました。また講習を終日聴講出来る【聴講チケット】もご用意いたします。下記要

項をよくご覧の上お申し込みください。 

 

記 

★日   時    ２０１９年７月２０日（土）  受付開始９：３０  講習１０：１０～１６：３０ 

 

★会   場    クレアこうのす 大ホール・小ホール 

            〒365-0032 鴻巣市中央２９－１ 電話 048-540-0540 

                ※講習内容に関するお問い合わせは会場ではなく連盟事務局までお願いいたします。 

            JR 高崎線「鴻巣」駅東口下車徒歩２０分 

            川越観光バス・朝日バス・東武バス鴻巣駅東口より「免許センター行き」 免許センター下車バス停前 

 

★内   容    【クリニック受講講習】 １団体 約 30 分（申し込み状況により多少変更する場合があります） 

① 小学生    ・２０１９年度全日本合唱コンクール小学校部門課題曲 E１～E6 

           ・NHK 全国学校音楽コンクール小学校の部課題曲「わたしは こねこ」 

② 中学生    ・NHK 全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲「君の隣にいたいから」 

③ 高校・一般 ・２０１９年度全日本合唱コンクール課題曲 G1～G4・M１～M4・F1～F4 

 

★講   師    仁階堂 孝先生（①②）  山脇卓也先生（③）  川浦義広先生（③※G４を選曲する団体） 

 

★受 講 料     

 クリニック受講者※ 

（埼玉県合唱連盟非加盟団員価格） 

聴講チケット（終日券） 

（埼玉県合唱連盟非加盟価格） 

① 小学生 無料 小学生        無料 

② 中学生         ６００円    （８００円） 中学生   ５００円   （７００円） 

③ 高校・一般 高校生    ８００円  （１，０００円） 高校生   ７００円   （９００円） 

一般   １，０００円  （１，２００円） 一般     ９００円 （１，１００円） 

          ※クリニック受講団体の指揮者・伴奏者・引率者の受講料は不要です。 

受講料不要の引率者(指揮者・伴奏者を除く)は１団体１名までといたします。 

 

★受講資格   埼玉県合唱連盟への加盟・非加盟は問いません。クリニック受講講習は、合唱団単位でお申し込み 

ください。 クリニック受講団体は、他合唱団のレッスンを【聴講チケット】無しで聴講できます。 

             

 



★受講申込   【クリニック受講講習】  ※一定数に達し次第締め切ります（先着順）。応募状況を HP でご確認ください。 

受講申込書に必要事項を記入の上、埼玉県合唱連盟事務局までお申し込みください。先着団体より受講

枠を埋めていくため、一定数に達した場合には受講をお断りすることになります（こちらから結果をお伝え

いたします）。受講決定団体には後日受講証と受講料払込票、タイムスケジュール等を郵送します。 

【聴講チケット】  ※クリニック受講団体が決定次第、HP に掲載いたします。 

聴講申込書に必要事項をご記入し埼玉県合唱連盟事務局までお申し込みください。また、申し込みと同時

に、申込書に記載の方法で聴講チケット料金をお振込みください。 

           ７月１０日（水）までに申し込みと入金が確認できた方には、聴講チケットと当日の詳細等をお送りいたし 

ます。 

７月１０日（水）までに確認できなかった場合、チケットは当日のお渡しとなります。振り込み済みの方は払

込票の控えを受付にてご提示ください。またチケットは当日も販売いたします。 

 

★録音・録画  ワークショップ講習の録音・録画等は禁止いたします。何卒ご理解ご協力をお願い致します。 

 

★タイムスケジュール（予定） 

９：３０～ 受付       クレアこうのす大ホールホワイエ 

 大ホール 小ホール 

１０：２０～ 1 2 

１１：００～ 3 4 

１１：４０～ 5 6 

１２：２０～ 7 8 

１３：００～ 9 10 

１３：４０～ 11 12 

１４：２０～ 13 14 

１５：００～ 15 16 

１５：４０～ 17 18 

閉会   

     

 

               ※大ホール・小ホールのどちらになるかは人数・講習内容によってこちらで決めさせていただきます。 

           ※時間枠もこちらで調整させていただきますが、どうしても都合の悪い時間帯がある場合はその旨を 

            申込書の備考欄にご記入ください。 

           ※講師の先生が３人になることで一斉の昼食休憩を作らずに行う予定です。 

         ※申し込み状況によって上記のスケジュール通りにはならないこともあります。 

 

 

お問い合わせ・受講申し込み  

 

埼玉県合唱連盟 事務局 （水・金 10:00～18：00） 

〒330-8557 さいたま市浦和区常盤 4-12-13 朝日新聞さいたま総局内 

TEL  048-824-8161     FAX 048-831-5310      E-mail  info@saicl.net 

 

 

 



 

★講師プロフィール （講習順・敬称略） 

①②仁
に

階堂
かいどう

 孝
たかし

 

上越教育大学学校教育学部芸術系音楽コース卒業。指揮法を柳沢剛、声楽を工藤智昭、音楽科教育学を閏間豊吉の各

氏に師事。エストニア共和国タリンにて行われた合唱コンペティション Tallinn2003 において、Ensemble Evergreen を指揮し、

室内合唱部門第１位を受賞。これまでに４度グアテマラ共和国より招聘され、現地音楽院において講習会と客演指揮を行っ

ている。2012 年、アメリカ合衆国シンシナティにおいて開催された World Choir Games に国際審査員として招聘された。ま

た、チェコ共和国プラハで行われた YOUNG2014PRAGUE において、彩の国コンソーシアム合唱団 KIRARA☆Mixed を指揮し、

室内合唱部門 1 位に併せ、全合唱部門から選ばれるグランプリを受賞、自身も優秀指揮者賞を受賞した。尚美学園大学兼

任講師。日本合唱指揮者協会理事。尚美学園大学合唱団指揮者。 

 

③山脇
やまわき

 卓也
た く や

 

早稲田大学大学院理工学研究科電子情報通信学専攻修了。在学中グリークラブにて学生指揮者を務める。 

故北村協一氏に指揮の手ほどきを受け、合唱音楽全般において栗山文昭氏の影響を受ける。合唱団お江戸コラリアーず

指揮者として、演奏会・コンクール等で高い評価を得ている。他に女声合唱団ぴゅあはーと、東京純心女子大学音楽部、立

正大学グリークラブ、府中アカデミー合唱団、等においても指揮を務めるほか、客演指揮・指導も積極的に行っている。 

日本合唱指揮者協会会員。 

 

③ （G４）川浦
かわうら

 義
よ し

広
ひろ

 

1993 年埼玉県生まれ。尚美学園大学及び同大学院を特待生にて修了、在学中及び修了時に尚美学園大学後援会賞 

並びに尚美学園大学理事長表彰を受賞。第 84 回日本音楽コンクール作曲部門入選、第 21 回東京国際室内楽作曲コンク

ール首位、全日本合唱連盟 2018 年度合唱組曲作品公募（第 29 回朝日作曲賞）入賞。これまでに作曲を山下恵、小島有利

子、川島素晴、渋谷由香の各氏に師事。現在、尚美学園大学芸術情報学部音楽応用学科非常勤講師。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

★講習曲目・楽譜  コピー譜は禁じられています。必ず人数分ご購入ください。 

① 小学生 

 
・合唱名曲シリーズ小学校版 No.1（2019 年度・2020 年度全日本合唱コンクール小学校版課題曲集）  ５５０円 

       E1 雪の窓辺で（薩摩忠 詩／三善晃 曲） 

E2 かに（「あわていきもののうた」から）（木島始 詩／木下牧子 曲） 

E3 さくら さくら（日本古謡／中田喜直 編） 

E4 烏かねもん勘三郎（広島地方わらべうた／間宮芳生 曲） 

E5 Oculus non vidit（Orlandus Lassus 曲） 

E6 Kyrie（「Missa Brevis in D」から）（Benjamin Britten 曲） 

 

・NHK 全国学校音楽コンクール 2019 年度小学校の部課題曲 

「わたしは こねこ」（角野栄子 詩／大熊崇子 曲） NHK 出版 ２４８円 

 

② 中学生 

 
・NHK 全国学校音楽コンクール２０１９年度中学校の部課題曲 

「君の隣にいたいから」（宮崎朝子（SHISHAMO）詩・曲／加藤昌則 編曲）  NHK 出版 ２４８円 

 

③ 高校・一般 

 
・合唱名曲シリーズ No.48（2019 年度全日本合唱コンクール課題曲集）    １，０３０円 

［混声］  Ｇ１ Ave Maria  （Tomás Luis de Victoria  曲(?)） 

Ｇ２ Ensam i dunkla skogarnas famn （Emil von Qvanten 詩／Jean Sibelius 曲） 

Ｇ３ 蜂が一ぴき…（「無声慟哭」から） （宮沢賢治 詩／林 光 曲） 

Ｇ４ 雪（「甃のうへ」から）（三好達治 詩／川浦義広 曲） 

（2018 年度合唱組曲作品公募入選作品《第 29 回朝日作曲賞》） 

［男声］  Ｍ１ Kyrie（「Missa Presque transi (Missa "Mi-mi")」から） （Jean de Ockeghem 曲） 

Ｍ２ Ne pitkän matkan kulkijat （「2 Partsongs」から） （Larin Kyösti 詩／Jean Sibelius 曲） 

Ｍ３ まじめな顔つき（「クレーの絵本 第 2 集」から） （谷川俊太郎 詩／三善 晃 曲） 

Ｍ４ 物語（「Enfance finie」から） （三好達治 詩／木下牧子 曲） 

[女声]  Ｆ１ Gabriel archangelus （Francisco Guerrero 曲） 

Ｆ２ Kantat till ord av W. von Konow（Walter von Konow 詩／Jean Sibelius 曲） 

Ｆ３ 飛翔―白鷺（「内なる遠さ」から） （高野喜久雄 詩／髙田三郎 曲） 

Ｆ４ その木々は緑（「その木々は緑」から） （覚 和歌子 詩／横山潤子 曲） 

 

「合唱名曲シリーズ（No.48、小学校版）」は４月２９日埼玉県合唱連盟総会にて販売します。総会後でも埼玉県合唱連盟

事務局にございますので、ご希望の方は事務局までお申し込みください。 


