
No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

1
スウェーデンの風を感じまし
た！！時折あるドキッとする和
音がとても心地良かったです。

「合唱の原点」の雰囲気が出て
いました。

Ken-Pさんの味が出ていなが
ら、各曲の情景が頭にうかびま
した。初演に立ち会えて本当に
よかったと感じます。

ドロドロした感じから「世界が
ある」感じまで、それぞれの場
面でこれを伝えたいのだろう、
というものがビシビシ伝わって
きました。

- 合唱祭に引き続き来て良かったと本当に思います、

2
美しいハーモニーを聴きに来た
かいがあった　皆さんの表情が
プロのようだった

全体にこの人数だったらもっと
波がうねるような音量がほし
かった　高橋先生のメッセージ
感じが良い

舞台の演出があきず面白い　全
体に母音、子音（外国語の分）
ハッキリするといいかな？

一風変わっていてあきない。聖
歌というより面白い　高い音低
い音とびかいダイナミズムがあ
る。若々しい。合唱団の方　よ
く頑張ったと思う

全部　期待以上でした
楽しみにしています

-

3

柔らかくとても美しいハーモ
ニーでした。スウェーデン語が
どんなものか良く分からなかっ
たのが残念です。

ユニゾンが素晴らしかったで
す、AveVerm～は個人的に好き
な曲で期待してました
が・・・。ハーモニーが合うの
に時間がかかりすぎる気がしま
す。

フォルテと2度音程は難しいの
だなと思いました。ソプラノさ
んの高音が不安定で残念でし
た、男性の土台は素晴らしいと
思います。

日本語って難しいと思いまし
た、1曲目、しぬ→しる　よぶ
→とぶに聞こえます。でも2曲
目は素晴らしかったです、の
に・・・また日本語の発音が分
かりませんでした。音楽の表現
は素晴らしかったと思います。

Ken-Pさんの「LuxFulgebit」
「あやつり人形劇場」
アンコール曲

前回の第5回を拝聴し、本当に素晴らしかったので今回も楽し
みにしていましたが・・・。メンバーが変わったのでしょう
か？次回を楽しみにしています。

4 -

ひさしぶりに聴くラテン語が耳
が慣れませんがイクトゥスらし
いハーモニーでした。よかった
です。

とても良い曲でした。ハーモ
ニーが今風なように感じまし
た。新旧の対比、とても興味深
かったです。広く歌われていく
曲になると思います。

もう少しギターが聞こえたほう
がバランスがいいかなと思いま
したが、マイクを使うことに
なってしまいますね…

Ken-P　OFilletFillae -

5 - - -
仕事帰りで第4ステージのみ聴
かせて頂きました

あやつり人形劇場　前へ -

6

①爽やかな風が吹いてくるよう
な夏のスウェーデンの風景が思
い浮かぶような美しい曲でし
た。②静かでしかし熱い母国へ
の思いが表れるような美しい曲
③軽やかで可愛らしい曲④ハー
モニーがとても美しい！ソプラ
ノの動きのあるせん律の中にバ
スの重低音が響いてとても好き
でした！⑤静かな祈りのような
大地を讃美する思いが表れるよ
うな曲　全体的に澄み切った空
気の中で聞いているようでし
た！美しい！

①近くで美しい声が響いて心地
良かった、グレゴリオ聖歌は奥
が深く、私が大好きな高田三郎
先生も参考にされて作曲をされ
ていることが多いので親しみが
あります。②教会旋律の中で動
く美しいハーモニーが印象的で
した。③歌というよりは祈りの
言葉に近いような・・・ラテン
語も発音は分かりませんが言葉
のアクセントで音が動いている
ような感じでした。④難しい曲
でよく歌われたなと思いまし
た。上から光が差してくるよう
な美しい曲でした。

①曲の入り方から本当に美しい
です。優しい大天使の言葉がそ
のまま曲になったような澄んだ
旋律がとても好きです②主イエ
スが生まれた喜びと軽やかに歌
い上げていく曲で1曲目をガ
ラっと雰囲気が変わってめりは
りがありました。③罪を背負っ
て十字架にかけられたイエスへ
の悲しみだけなく感謝も感じさ
せる美しい曲です④イエスの復
活を喜ぶ群衆の喜びが溢れてい
るという感じでした。　1回の
みですがご一緒に練習した曲な
ので気をつけている個所などよ
く分かって言葉もよく飛んでき
ました。

①「～ができない」というマイ
ナスな歌詞に何か明るい軽やか
な旋律なのは何故なのかなと
思ってしまった。②あやつられ
ることでしか動くことの出来な
い人形の哀愁のようなものが伝
わってきました。③面白い！何
にのみこまれちゃうんだろ
う・・・④シンバルがきざみ続
けるリズムは何を表しているん
でしょう？重い足どり？選ばれ
た場所なのに希望が見えない⑤
クレーの絵を見て谷川俊太郎は
こういう詩をつけたのかぁ　ず
い分明るくとらえたんだなとい
う印象

1ｓｔ
Alltunderhimmelensfast 3rd
ken-pさん作曲　NeTimeas
Maria（大好き！）
4ｔｈ〈選ばれた場所〉
アンコール「前へ」
大好きです！

全体的にとても集中力が高い演奏でした。アカペラでやりき
るのは素晴らしい！練習を重ねてきたのがとても伝わってき
た　丁寧な演奏でした。アンコールの〈前へ〉嬉しかったで
す　初めて聞いた時から大好きな曲だったので！！久しぶり
に聞いて、また泣きそうになりました。いや泣きました。妊
婦　涙もろい・・・お腹の息子も美しい歌声が聞けて嬉し
かったと思います。沢山の曲数、お疲れ様でした♡また聞きに
行きたいので演奏会がある時は教えて下さい！ますますのご
活躍　心からお祈りしています

※2012年6月16日に開催した第6回演奏会にご来場いただきました皆様。心より御礼申し上げます。皆様より頂いたアンケートを集計しましたので、
　紹介させていただきます！（回答はほぼ原文のまま掲載しておりますが、個人情報保護の観点から個人情報は削除しております）
　＜第6回演奏会来場者数 452名　アンケート回答数 99名（回答率22％）＞

♪ 2012年6月16日 合唱団イクトゥス第6回演奏会 ♪ お客様アンケートをご紹介します！
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

7
内声の主張が少ないと感じまし
た

Tenorの伸びが今ひとつ若干萎
縮しているように見受けられる
のでもっと伸々と歌えると良い
と思います

fに近づくと良い声が出てくる
ので高声の体の支えが中音域ま
で持って来れると良いと思いま
した。

男声　音域が振られると歌詞が
不明瞭になると感じます

OFiliietFiliae
曲の始める前の音取り、ハミングで出すなら出す出さないな
ら出さないで統一した方がやりやすいのではないかと感じま
した

8
心が洗われるようなステキな
ハーモニーでした。

いろいろなフォーメーションが
あり変化が出て良かった。

むずかしい物語をみごとに歌い
あげられてすばらしい

日本語の歌でほっとしました。
絵本が目にうかびました

前へ
全体にあっという時間でした　すごくいやされました　有難
うございました。

9
丁寧な演奏でした　良い曲です
ね

会場と団のスケールに一番合っ
ていると思いました、テナー不
足がやや残念　内声がもう少し
欲しかったです。

本日のベストステージでしょう
か、ヴァラエティに富んだ曲を
ダイナミックにうたっていて楽
しかったです

名曲ですね Ken-P　ステージ
来年はよろしくお願い致します。私はTokyoCantatとのかね合
いで難しいですが。

10

先生のお話のあと、3曲めの曲
ですが最後はもっとｐでもよ
かったような…。（エラそうな
ことを言ってすみません）全体
的にさわやかですがすがしい印
象をうけました。

1曲め、おそらく1階席を囲むよ
うに歌ったのだと思いますが歌
い手的には難しかったのではな
いかと思います。（ただ、2階
席まで声が広がって、聞き手と
してはうっとりしました。他の
曲も立ち位置を変えていたのは
おもしろかったです。最後の曲
（いつかのコンクール課題曲で
すね）テナーがんばれ。

まず1曲目を聴いた時に歌って
みたいと思いました。同じテキ
ストで違う曲というのはいくつ
か知っていますが時代が違うか
ら？か、なんとなく禁欲的とい
うか感情を押し殺したものにな
りがち。。。時代が違うとこん
なに曲が変わるのかと思いまし
た。4曲目の悲しみと5曲目の喜
び、表現がはっきりしていて素
晴らしかったです。

3曲め　ギターが入った途端に
歌詞が聞き取れなくなったのが
残念。（5曲めはちゃんときこ
えました）言葉を大切に歌って
いて素敵でした。

1ｓｔSommarpsalm Sverige
3rdNeTimeasMaria
4thすべて

これは演奏会に聞きに来る人のモラルだと思いますが、演奏
中に席につこうとする人がいたのは残念でした。

11
息が一本になった素晴らしい演
奏でした。普段の練習の意識の
高さが伝わってまいります。

取り囲まれて間近で歌われ興奮
しました。また、あの隊形でア
ンサンブルが完璧であることに
驚愕しました。グレゴリオ聖歌
と古楽でしたが「アルシス・
テーシス」「見えないアクセン
ト・テヌート」に満ち満ちた活
きた音楽でありました

何という名曲、しかし何という
難曲でしょう・・・このような
曲に取り組まれ、立派な演奏を
された事に心より敬意を表した
いです

言葉が明瞭で実に美しかったで
す。表現も激しく活力にあふれ
ていました。みなさんが一番好
きなステージ？ですか？そのよ
うに見えました。とても”集中
した演奏”だったと思います

3ｒｄステージ
特に1,2曲目

私は大学時代にコーラスを始め、当時グレゴリオ聖歌や古楽
を歌っておりました。しかし当初は「何のこっちゃ」という
感じで、良さを理解しておりませんでした。卒業後、色々な
演奏を聞く中でようやく良さが分かり、好んで聴くようにな
りました。本日の演奏を聴き、改めて、いつかこれらを歌い
たいと思うようになりました。

12

非常に理知的な印象です。5曲
の雰囲気がやや近かったので、
スピード感リズム感ワイルド系
が入るとスパイスになったので
はないかと思います。

AveVerumの冒頭4小節は素晴ら
しい動き。外声と内声のバラン
スが大きい感あり。TAもっと欲
しい。グレゴリオ聖歌はもっと
一体感が欲しい。

①vocabiturのたたみかけもっ
と欲しい。「チ」系の子音がき
つい！②もっとHappyに。特に
上昇音型で期待感を求めたい。
レガート③テナー頑張れ。④こ
れは歌い甲斐ありますね。Coda
前の山をもう少し高くしたい。

②が珠玉　すばらしい、感動し
た。また、この組曲を聞けたこ
とに感謝。言葉もっとハッキリ
ストーリー性。

前へ　あやつり人形劇場
おだやかな曲や曲のおさまる部分はとても質が高い感じで
す。エネルギッシュ、盛り上がりでの内声の充実と全体バラ
ンスを期待。

13

どの曲もしっとり歌い上げてい
て、テンポ感も含め、CDと違っ
た雰囲気で良かったです。Sv語
の”子音がひっかかる感じ”と
響きの密度がもう一歩あると更
によかったです。4曲目後半の
響きはとてもよかったです。

合唱の演奏会でグレゴリオ聖歌
を初めて聴きました。いいです
ね！2,4曲目はちょっと
homophonyっぽく聴こえてし
まったので各パートの「線」が
もっと見えると良かったと思い
ます。各曲で並び方も工夫され
楽しめました。

このステージでは前2つに比べ
響きの密度が増え、そのために
音楽のりんかくがくっきりして
いて良かったです。曲の構成が
よく分かる演奏でした。指揮も
含め、なるほど立体感ってこう
やってつくるのね、と参考にな
りました＾＾

言葉を大切にしていて丁寧な演
奏でした。勢いが感じられる所
もあってよかったです。小鳥は
アンコールの方が数段よかった
と思いました（リラックスした
効果！？）

すべて好きな/素敵な曲だった
ので決められません！ぜんぶ好
きです

歌い手の皆さんがとても良い（楽しそうな）表情で歌われて
いるのが印象的でした。各ステージの頭に解説が入るのも嬉
しいですね。改めてとても良いとりくみをされている合唱団
と感じました。
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印象に残った曲
気に入った曲
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14

統一感が素晴らしいと思いま
す。パートの音量バランスがよ
くとれており発声もビブラート
が少なく透明なので曲とマッチ
しており心地よい時間を過ごさ
せて頂きました。

ユニゾンの聴こえ方が隊形よっ
て大きく違ったことが面白かっ
たです。ホールの空間を活かし
た音場形成、コールフラット
（所属の団）でも取り入れてみ
たいと思いました。囲めば立体
的に逆三角形では柱のように音
が登るのが印象的でした。

2ndステージと良いコントラス
トをなしていたと思います。
Ken-Pの解説があったおかげで
AveVerumCorpusは映像的に迫っ
てきました。伝統的なテキスト
が新しい風に乗る面白さ。素晴
らしい曲ですね。演奏もボ
リュームのダイナミックレンジ
が広く活き活きしていてよかっ
たです。

緩急、強弱が幅広くピッチも正
確でよい演奏でした。クレーの
絵を見ながら聴くことができ、
イメージがふくらみました。

前へ

全体的によく揃っており、統一感のある心地よい演奏でし
た、ベースが特に素晴らしいと思いました。ステージ毎のナ
レーションで聴く上でイメージをふくららませるよい材料が
提供されよいなあと思います。参考になりました。

15

初めて聴く曲なのにどこかなつ
かしく感じる、心地よい音楽で
した。各曲まとまっていてすて
きでした。

曲により並び順がちがっていて
おもしろかったです。特に3曲
目はPartがまざることで全体と
して響きが深くなったような気
がして良かったです。

さすがKen-Pさんのステージで
すね。Ken-Pワールド楽しかっ
たです。まだ必死な部分もとこ
ろどころ感じましたが、とても
歌いこまれていて良かったで
す。最後の曲すきです。

メリハリのあるステージでし
た。やっぱりいい曲集ですね！

Ken-Pさんのアンコール曲、ス
テキでした。

よくまとまっているステキな合唱団だと思います。ありがと
うございました！

16
発声がそろっていてキレイな
ハーモニーでした　曲も素敵で
した

基本がしっかりしているからこ
その美しいハーモニーだと思い
ました。　古いものもいいです
ね。

さすがKen-Pですね。特にハレ
ルヤはキャッチーで好きです。
難しい和音もきっちりハマって
いました。

曲がとても好きです。 Ken-P
選曲へのこだわりが素晴らしい。発声の統一感もよいです。
よい合唱団に出会えた感じです。

17

発声や発音が統一されていてと
ても美しかったと思います。多
少、曲やフレーズの入りがぼん
やりするようにも思いました。

曲ごとに並びが変わるのが面白
かったです。また前ステージよ
りも皆さんがリラックスして歌
われているように感じられまし
た。特にソプラノが柔らかく、
よく声が通っていて素敵だった
と思います。

所属しているコール・フラット
でもお世話になっているKen-P
さんのステージということで大
変楽しみにして来ました。曲の
細かな強弱がよく付いていてダ
イナミックな演奏だったと思い
ます。

とても迫力があって、皆さんが
楽しそうに歌っていらっしゃる
のが印象的でした。言葉がもう
少しはっきりと聞こえるとさら
に良いのではないかと思いま
す。

3ｒｄステージ：
OFiliietFiliae

天気も良くなく、電車も遅れており、団員の皆様も気をもむ
中での本番だったことと思います。大変素晴らしい演奏をあ
りがとうございました。お疲れ様でしたぜひまた聞きに来た
いと思います、本日はありがとうございました。

18

とてもかっこいいチャレンジだ
と思います。しっかり、自分た
ちの歌になっていてすばらしい
です。

隊形が変わるのがおもしろかっ
たです。客席からの歌声は、1
人1人の実力と合わさった力が
よくわかりました

Ken-Pの香りが感じられるハー
モニーでした。とても難しそう
だけど歌ってみたいです。

以前歌ったことのある組曲でし
たが、違った色が見え　迫力を
感じました。

-
どのパートが飛び出ることもなく、とてもいいバランスだっ
たと思います。また来ます♪

19
遅延で聴けず、ロビーで・・・
失礼しました

- - - -
おしなべて誠実でやさしい音楽！もうちょっと「芯」もほし
いかな・・？

20
とても整ったサウンド、丁寧な
歌い込みで、リスペクトの感じ
られる演奏が素敵でした

1曲目のサラウンド感に始ま
り、曲毎にフォーメーションを
変えての動きのある演出で演奏
の良さが引き立っていたと思い
ます

Ken-Pらしい一味違った曲調が
とても楽しかったです　Ken-P
の生指揮いいですね！

難しいリズム,構成ですが見事
な歌い上げでした　ギター、シ
ンバルの共演も素晴らしかった
です

クレーの絵本　前へ

非常によくまとまっていて、その中でもパートの音はしっか
りと聞こえ、耳ざわりよく心地よい響きがとても印象的でし
た、成熟の中にみずみずしさがある音、見習いたいと思いま
した、メリハリがあり聞きやすい選曲、ステージ構成もよ
かったです。
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印象に残った曲
気に入った曲
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21
ごめんなさい！遅れて聞けませ
んでした。興味深いステージ
だったのに、残念です・・・

オーダーを変える演出は面白い
と思いました。特に1曲目は教
会の中にいるようで心地よかっ
たです。Sopの声が透明感が
あって素敵でした。Altはもう
少し深い声が出るとさらにいい
なぁと思いました。

若いＫen-Pが作った曲らしい、
エネルギーに満ちた演奏でし
た。各曲と1曲の間　メリハリ
があって、かっこよかったで
す。すごく練習されたんだろう
なぁと思いました。

歌詞がとてもはっきり聞こえて
すばらしいと思いました！
（我々は苦手なので・・）

アンコールの「前へ」。涙出ま
した。

雨天にもかかわらず満席！すごいですね。定演以外にもいろ
いろ活動されているようですばらしいです。刺激になりまし
た。本日はありがとうございました！

22
雑味のないサウンドが美しかっ
た

グレゴリオ聖歌はまとまりがあ
ると思う。音楽の停滞感がある
のが気になる

どれも素晴らしい作品で、演奏
もとてもよかった。親しみやす
い音楽で歌ってみたいなと思う
ものでした

すばらしい曲を演奏されていま
す。また、ギターやシンバルと
のアンサンブルもよかった。

黄色い鳥のいる風景
すべてがアカペラの作品を取り組むのは大変かと思います
が、どれも素晴らしい演奏でした。ありがとうございました

23

各パートのふわっとした声の色
が重なり合って、とても素敵で
した。4曲目
（Alltunderhimmelensfaste）
の最後の和音が絶妙です。

隊形移動の工夫がされていて面
白かったです。1曲目、コの字
形の中に座れてたら、幸せだっ
たろうなーと思いました。

2ステと同じことを歌っている
はずなのに、まぶしい光を感
じ、ハーモニーの美しさに心が
ふるえました。Ken-Pさんの魔
法にかかると、こんなにも祝福
とか祈りとかそういったものに
再び命が宿る感覚を得るものだ
と感動しました。

あやつり人形・・・は中学生の
時、途中まで歌ったのですが、
ほんとうに途中（ふざけるの
だーまで。）までだったのでよ
くわからない曲でした。今日聴
いて何だか少しわかったような
気がします。

3ステ1・4曲目
「前へ」は初めて生演奏を聴け
ました。

あたたかい音楽に包まれたステキな演奏会でした。オープン
イクトゥス参加したいです！！・・・仕事で行けないのです
が　次回もぜひ聴かせて下さい。本日はありがとうございま
した。3ステ4ステの最後の曲を歌う皆様が生き生きしていて
ステキでした。

24 - - - - -

演奏自体はとても素晴らしかったです！ただ、ステージ演奏
が終わり退場する時に出口で滞ってしまっていたのと、それ
を待っている間に下を向いたりしていたのが気になりまし
た。せっかく良い演奏をして、お客さんも最後まで拍手して
くださっているのに・・それだけ気になりました。

25
青い草原が想い描かれました
ラップランドの曲は良い曲です
ね

並びが意外な発想でおもしろ
かったです　僕らも同じような
曲をやりますが、とても勉強に
なりました

最後の曲はまるで、映画のエン
ドロールのようで駆け抜けるよ
うな爽快感でした。作曲者が違
うだけでこんなに変わるのかと
思いました。

この作詞・作曲の2人ならでは
のリズムがとてもおもしろかっ
たです。あやつり人形は大切な
人たちが僕たちに歌ってくれた
曲だったので、とても暖かく聞
こえました。

OFiliietFiliae(3rd)、黄色い
鳥のいる風景

感無量でした

26
とてもきれいでやわらかかった
です。大人の演奏という感じで
ステキでした！

並びや曲順が工夫してあって良
かったです。さわやかな演奏で
ききやすかったです。

さすがKen-Pさんのアレンジと
いう感じでした！一曲一曲にス
トーリーがあってきいていてお
もしろかったです。2ndステー
ジとの差もあって楽しかったで
す。

迫力がすごくてびっくりしまし
た！ギターもシンバルもすてき
でした。みなさんが楽しそうに
歌ってて自然に笑顔になれまし
た。

ALL！！

大人の余裕みたいなのが感じられて、すばらしかったです。
男声の鳴りもよくておちついた演奏で安心してきいていられ
ました。大人だからこそ出る優しさ深さが感じれて参こうに
なりました。ステキな演奏ありがとうございました！P.S.辻
本先生、演奏会へのお誘いありがとうございました！！とて
も良い演奏会でした。これからもよろしくお願いします。

27
北欧の羨しい響きが印象的でし
た。イクトゥスの演奏にひきこ
まれました。

登場の仕方から隊形、選曲まで
とてもユニークなステージでし
た。3ｒｄステージが楽しみに
なりました。

４曲目はイエスの復活を祝う喜
びがとてもよく伝わってきまし
た。走りぬける感じがかってよ
かったです！！自分も演奏した
いです！！

合唱とギター、シンバルの組合
せが新しくてよかったです。シ
ンプルな歌詞も親しみやすかっ
たです。

OFiliietFiliae
初めてイクトゥスの演奏会に聴きに来ましたが、とても素晴
らしかったです。また演奏会があれば行きたいです。
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

28
自然の美しさや優しさなどが温
かい歌声で伝わってきました！

宗教音楽の上品さが伝わってき
ました。響きの厚みがあってと
ても聴いていて気持ちがよくな
りました。

4曲ともさわやかでまっすぐで
親しみやすく、聴いていてとて
も楽しかったです。作曲者が違
うだけで曲が新しくなるんだな
と実感しました！私も歌いたい
と思いました！！

ギターやシンバルと合唱の組み
合わせた演奏は初めて聴いたの
でとても新鮮な気持ちになりま
した。楽しかったです。

OFiliietFiliae あやつり人形
劇場　前へ

柔らかい優しい歌声に包まれた感じがして、とても聴いてい
て温かい気持ちになれました！ありがとうございました！

29

合唱らしいと感じた。男声の低
音に女声がメロディーを歌う。
そんな感想を抱いた。北欧の自
然が浮かんできた。

キリストへの祈りが伝わってき
た。ヴィクトリアは私達も演奏
しているので親近感が湧いた。

作曲者が違うと、ここまで感じ
方が違うんだと思った。年齢が
近い分、感性が似ているため共
感できた。

ギターと合唱が見事にマッチし
た組曲だった。それぞれの曲に
それぞれの物語があり、変化が
伝わってきた。

OFiliietFiliae,黄色い鳥のい
る風景

最高でした！！演奏会っていいなと思いました！！ありがと
うございました！！

30
スウェーデンの豊かな風景が繊
細に描かれました。

Victoriaの曲に同じくVictoria
の「Omagum mysterium」の似た
ようなフレーズがでてきていい
なと思いました。

リズムが面白いけどメロディや
ハーモニーはルネサンスのよう
な進行でとても好きです。最後
最高でした。

絵本のように色とりどりでそれ
ぞれの歌のようすがかわってい
てすばらしいと思いました。ギ
ターもすばらしかったです！

-
高橋先生、イクトゥスの皆さん本当に良い経験が出来まし
た。ありがとうございました。

31

男声と女声の声のバランスが良
かった。スウェーデンの曲とか
かっこいいですね！　8月まで
のエリンさんとの交流楽しんで
ください！

何かすごいキラキラしてまし
た！強弱がハッキリしてて発音
もすごいよかったです！！

また何かちがう印象を与える歌
でとてもきれいでした！

すごい迫力があって、のまれま
した！引きつけられて、大人の
深い声がうらやましいなぁと思
いました

OFiliietFiliae 4thの曲すべて
前へ

アンコールもすごいすばらしかったです！私はアルトなので
イクトゥスのアルトパートみたいな深い声が出せるようにな
りたいと思いました！！今回はありがとうございました！！

32

アカペラなので歌が前に出てわ
かりやすそうだった。意味こそ
分からないがスウェーデンとい
う感じがした。

自分たちが練習しているのにか
なり近いラテン語の曲だったの
で勉強になった。

最後の曲はリズミカルで楽しい
曲だった

リズミカルで日本語の曲でわか
りやすかった

- -

33
素晴らしい奏でした！女声と男
声の優しい歌声が曲の良さをよ
りひき立ててました。

グレゴリオ聖歌の曲はやはりき
れいで聞いてて心地よいもので
した。やわらかくて優しくて本
当に素敵でした。

最後の盛り上がりのところがき
れいで自分ものってしまうよう
な感じがしました。

楽器が加わるとさらににぎやか
になっておもしろかったです。

AveVerumCorpus

大人の方々の合唱を見たのは（きちんと）今日がはじめてで
すごく感動しました。どの作品も優しくまとまりのあるもの
すごいなと感じました。今日は本当に楽しい一時を過ごさせ
ていただきました。

34

とても柔らかいひびきで魅了さ
せられました。男声が良く鳴っ
ていてアルトもきれいでソプラ
ノがやわらかかったです！発音
もきれいで参こうになりまし
た。

ラテン語の子音の入れ方がきれ
いでした。深い声で歌われてい
るのが印象的でした。

現代曲らしくて、2ndステージ
とはまた変わった形の曲で聴い
ていて楽しかったです！明るい
声でとてもきれいでした。

とても明るいひびき、たのしげ
なギター、静かにおごそかにな
るシンバル、すばらしかったで
す。

すべて！

大人の余裕、おちつき、深い声がとてもすばらしいと思いま
した！けんPさんの作曲もすばらしく、スウェーデン語ラテン
語日本語の1つ1つのステージの色が見えてきて、とてもおも
しろかったです。表情もやわらかく、大人らしい、高校生に
はないものが吸収できてよかったです。けんPさんの指揮がす
ばらしくダイナミックでかっこよかったです。今日はすばら
しい演奏会をありがとうございました。これからも応援して
います。頑張って下さい。皆さんの多彩な響きも勉強になり
ました。また言葉のエネルギー、アクセントに向かう力、小
節線をまたぐエネルギー、、すごく感動しました。今日は本
当にありがとうございました！
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

35
男声と女声の方々の絡みあいが
素敵でした。やわらかい歌声が
美しかったです！

今、部活動で歌っているものと
似たものがありとても嬉しかっ
たです♪

素敵です！その一言です！
OFiliietFileiae素晴らしかっ
たです！

明るいけれど、つやっぽい響き
だったと思います。ギターとの
コラボレーションが良いアイデ
アだと思いました。

OFiliietFiliae 前へ
今回　初めてみなさんの演奏会に来させて頂きました。機会
があればまたぜひ聴きたいです♪今日はありがとうございま
した。

36
エリンさんも一緒にうたってい
て、なんだかすてきだなぁと思
いました

曲ごとに演奏する立ちいちがち
がってとてもおもしろかったで
す。様々なきこえ方がして特に
1番はじめの曲はとても近くに
かんじられました。

Ken-Pさんすてきですね♡高校で
いまラテン語の曲を練習してい
るので、とても勉強になりまし
た。イクトゥスさんのようなき
れいな発音と声を目指してがん
ばります！アレンジも新しい風
が吹いてきた感じで新鮮でし
た。とてもきれいでした。

日本語の曲もとても明るくて、
ギターやシンバルと共演してい
るのを観るのははじめてだった
ので、楽しかったです。

前へ

とても美しいハーモニーでした。一人一人がとてものびのび
やかにうたっていてこっちもとてもたのしい気分になれまし
た。Ken-Pさんとてもかっこよかったです！来年もぜひ観たい
です。

37
スウェーデンってきれいなイ
メージです　曲も歌もきれいで
うわあーっっって思いました。

"NeTimeasMaria"は聞いたコト
があります　とてもすてきで感
動しました！

かっこよかったです！！曲にス
トーリーっぽいのがあった感じ
がしてすごいなあーって思いま
した。

すごい明るいのと神秘てきなの
の差がすごかったです　とても
たのしかったです！

NeTimeasMaria OFiliietFiliae
幻想歌劇「船乗り」から格闘の
場面、黄色い鳥のいる風景

Ken-P先生とてもかっこ良いですね！！とてもすてきですご
かったです。ありがとうございました！

38

何て言っているのか分からなく
ても、顔の表じょうや体の動き
声の明るさなどで感情が伝わっ
てきたので、本当におもしろく
て分かりやすくて素晴らしかっ
たです。

並び方などが変わり、聞こえ方
も違って。とてもおもしろかっ
たです。

ソプラノの高音がとてもきれい
で美しかったです。パートがど
んどん重なっていくところがと
ても丁寧でせん細に歌われてい
たので感動しました。
「OFiliietFiliae」はまさに祝
福している情景が頭に浮かんで
きて楽しかったです！

ギターとコラボレーションをし
ている演奏ははじめて聴いた
が、ふんいきがガラっと変わっ
てとても新鮮な感じがしまし
た。また。言葉もはっきりして
いて分かりやすかったです！

「OFiliietFiliae」です！「前
へ」も、元気をもらえるような
曲で素晴らしかったです。歌っ
ている側も聴いている側も楽し
くなれると思います！

イクトゥスの合唱団のみなさんの歌っている姿がとても生き
生きしていて、また、生き生きとしているだけでなく、その
歌詞の内容によってみなさんの歌い方も変わってくるので、
ただ単に歌声を聴くだけでなく、表情も楽しむことができま
した！！また、佐藤さんをしょうかいするコーナーも、佐藤
さんのいろいろな事を知ることが出来て、すごく充実する時
間を過ごすことができました！！本当にありがとうございま
した。

39

スウェーデン語の曲は初めてき
きました。ネイティブの方に発
音を教わったそうで、とてもき
れいに発音できていたと思いま
す。曲ごとのもち味を引き出せ
ていてよかったです。

500年前のにおいがしました。
ポリフォニーでいろんなパート
が次々に出てきて大規模なアン
サンブルがしっかりできていて
よかったです。

現代風ですね。ホモフォニーが
基調となる中でも、ルネサンス
のにおいを残しつつ、とてもい
い作品だったと思います。最後
の曲はミュージカルのエンディ
ングって感じがしました。ライ
オンキング的な。とても新鮮で
楽しませてもらいました。けん
ぴーさんのインタビューもきけ
てよかったです

感動しました心の中にしみわ
たってきて、とても心にひびき
ました。みなさん楽しそうに
歌っていらしてみていても楽し
かったです。ギター、シンバル
のコラボ、新鮮でよかったで
す。

OFiliietFiliae（けんぴーさん
作曲）、前へ、黄色い鳥のいる
風景

ひびきがそろっていて素敵でした。スウェーデン語、ラテン
語の発音もこだわれていました。並びとか隊形もいろいろか
えて、その意味はいまいち伝わってきませんでしたが、隊形
にもこだわってよかったです。なにより、選曲がいいと思い
ます。最後とても盛り上がったし、いい構成になっていたと
思います。本当に感動しました。機会があったらまたききに
きたいです。素敵な演奏ありがとうございました。

40

英語ともラテン語とも違う、や
わらかくて日だまりのような言
葉の響きでした、音の１つ１つ
が全身にしみこんでいくよう
で、家でくつろいで聞いている
ような気分になりました

モーツァルトのAveVerumCorpus
は歌ったことがあるのですが、
ほかの作曲者の曲にも挑戦して
みたいと思いました。横の線で
流れていく曲ばかりで「あぁ
原点だな」と実感しました

4曲目の「OFiliietFiliae」が
すごく気に入りました！喜びが
すごく伝わってきて、「ぜひ
歌ってみたい!!」と思いまし
た、4曲の中でこの曲が一番現
代ぽいなと思いました

あの１枚の絵から、多方に芸術
が広がっていくのが不思議でし
た。元の絵がどういう絵なのか
が、とても気になりました。

「OFiliietFiliae」3rdの方

去年の夏に参加したオープンイクトゥスがとても楽しく、今
日の演奏会もとっても楽しみにしていました！原点から最先
端の音楽を聴くことができ、来て本当によかったです、今年
のオープンイクトゥスも楽しみにしていきます！
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

41
低音（ベース）の声がよく響い
ていた。曲がつながって強弱を
つけた所などがよく目立った。

ネ・ティメアス・マリアのリズ
ムの早くなるところがよく表現
されていた。パートがひとつの
フレーズをおいかけているのが
リズミカルによくわかった。

オー・フィリィ・エト・フィリ
エは喜びの感じが最初から出て
いてすごかった。特に最後の盛
り上がりのハーモニーはものす
ごかった。全体的に曲のイメー
ジが明るくなって暗くなって
とっても明るくなっててよかっ
た。

ギターが入ると躍動感が生まれ
た。

オー・フィリィ・エト・フィリ
エのKen-Pver　黄色い鳥のいる
風景

Ｋen-Pの作曲（編曲しなおした）方がハーモニーがよく聞こ
えるなと思った　よく響いた声で歌っていたという印象だっ
た。

42
ホール全体に響いていたと思い
ます。発音も子音が上手でし
た。

パートのバランスが取れていた
と思います。ハモリもきれいで
した。

始めの曲の入りがとてもアルト
とソプではもっていてすごかっ
たです

今までとは異なる曲調でした、
日本語になっても発音が浅く
なっていなかったと思います

NeTimeasMaria 選ばれた場所

イクトゥスの合唱を聴く初めての機会になりました。どの曲
もハーモニーがよく、曲の表現も豊かだったと思います。ま
た曲のレパートリーの広さもおどろきました。私も合唱を始
めたばかりですががんばりたいと思います

43

声がよくはもっていて天使がお
りてくるようでした。優しい
ハーモニーに包まれることが出
来ました。また、広大な大地の
情景を思い浮かべることがで
き、自分もこのように歌えたら
よいと思いました。

優しく、安らかな響きがいつま
でも続いていました。和音も美
しくでていて本当に安らかなひ
とときでした。音のつながりが
流れるようで自分はソプラノな
のですが、響き方にすごく感動
しました！！

すごくさわやかで”起源”を感
じました！佐藤さんの指揮か
ら、何かがあふれでるような、
エネルギーが沸いてくるよう
な、素敵な響きでした。会話の
時に司会の方もおっしゃってい
たのですが、本当に独特な気持
ちのよい響きでした！イクトゥ
スのみなさん佐藤さん、すばら
しいです！

合唱とギターはどうなのか、と
思っていたのですが、すごく合
いますね！イクトゥスのみなさ
んとギターの方のリズム感フ
レーズ感がすごく楽しくてノリ
ノリで聴いていました！

InLaudeIesu

合唱祭でイクトゥスのみなさんの合唱を拝聴してから、すご
く素敵だと尊敬しています！音の響きが優しくでもエネル
ギーに満ちていてとぎれることのないハーモニーが聴いてい
てとても心地いいです！今回の演奏を聴いて、イクトゥスさ
んのコンセプトでもある”はじまり”というのを感じること
が出来、合唱の表現って無限だなと思いました！これからも
応援しています！本日は有難うございました！

44
やわらかい響きで、休符も音楽
と感じさせる　余韻の残り方で
した。

Bassがそろっていて、１つの声
にきこえてよかったです。ユニ
ゾンも響きがまとまっていまし
た。最後の曲のかけあいがすご
くて、それぞれのパートが主張
していいなと思いました。

いくつかわかれたパートがまた
１つになる時がとてもキレイで
した。和音の変化もキレイでし
た。最後の曲のSopと他パート
の”Alleluia”のからみがいい
なと思いました。私もその中に
まじりたいと思いました。

ピアノでもよくつたわりまし
た。声がのびていてよかったで
す。ギターやシンバルが入ると
また違った演奏になってよかっ
たです。”黄色い鳥のいる風
景”2度聞けてよかったで
す！！

OFiliietFiliae(Ｋen-P) 前
へ、黄色い鳥のいる風景

響きをおしつけるのではなく、響きでみたす演奏でした。自
分も中に入ってぜひ歌いたい曲がたくさんありました。オー
プンイクトゥス楽しみです。

45

発音がとてもきれい。丁寧でし
た　一つ一つの音のハーモニー
が良く表現されていて、全体の
構成がまとまっていました。

歌ってる人たちが曲想、歌詞に
合わせて柔軟に表現していて、
やはりうまいと思えた。指揮者
と歌っている人たちの目指して
いるものが互いに合致してい
て、心に深く響いてくるものに
感動しました。

アヴェヴェルムコルプスを不協
和音で始めたりと曲の構成に終
始驚いていました。素晴らし
かったです！本当に感動しまし
た！どの曲もそれぞれ存在感が
ありました。佐藤さんの曲と昔
の曲とでは表現の仕方、作曲、
が全然違っていて2ｎｄ3ｒｄと
様々な色の合唱が聴けて楽し
かったです。

とても楽しい音楽でした。ギ
ターシンバルともよくあってい
ました

2ndOFilletFillae,LuxFulgebit
3rdNeTimeasMaria・・・全ての
曲がよかった！

オープンイクトゥス参加させてもらいます。よろしくお願い
します！！

46 - - - - -

今回はじめて拝聴しましたが、団員の皆さんのイキイキした
表情ときれいなハーモニーに心打たれました。どのステージ
も手がこんでいてユーモラスなパフォーマンスを存分に楽し
むことができました。高橋様お誘いいただきありがとうござ
いました。

47 -
ヴィクトリアがなつかしかった
です

すばらしかったです。私も一度
佐藤さんの曲を歌ってみたいで
す！！

皆さん生き生きと歌っていて
とっても楽しそうでした

黄色い鳥
すばらしい時間をありがとうございました。遠くからきてよ
かったです。
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

48

RealGroupにクラシックの楽曲
があったとは知りませんでし
た。スウェーデン語がきれいに
ハーモニーしてました。

きれいにまとまっていました。
3ｒｄと対称になる様に逆にし
た意図が分からなかった。

Ken-Pの作品良いですね。多分
指示もあったのでしょうが子音
（ｋ、chi）良く出ていまし
た。2ndと同じテキストに思え
ない。

-
やはり3rdでしょう。特にラス
トのアレルヤ　正にゲーム感覚

Ken-Pの作品は軽快で楽しく、安心して聴いていられます。そ
れと作曲者の意思を良く表現して歌い上げていました。

49

RealGroupはJazzyな曲は歌った
ことがありましたが、こういう
曲も素敵ですね！歌いたいなー
て思いました

Textが対になっている演出が粋
だなぁと思いました。とても清
潔なハーモニーが美しかったで
す。Victoriaがちょっと乱れた
のは少し残念でしたね。でも持
ち直すところはさすがです！

Ken-P先生の曲、やっぱりいい
ですね！特に最後の”
OfilliietFiliae”は私達も歌
いたい！てすっごく思いまし
た。

三善先生の曲はやっぱり大変な
ところも多いと思うのですが、
皆さんがとても真剣にテキスト
と曲に向かわれている姿が伝
わってきて心に訴える演奏でし
た。

OfillietFiliae(by Ken-P先生)
皆さんが本当に歌に真摯に向き合っていらっしゃること、歌
うことを楽しんでいらっしゃること、いろいろな取組素晴ら
しいと思います。これからも頑張って下さい。

50
途中からしか聞けませんでした
がよい演奏でした

テノールがうまく入れなかった
ところをなんとかカバーしよう
という雰囲気が感じられまし
た、ただ個人的にはあそこはテ
ノールの魅せ場だと思うので少
し残念です

のびやかに、そして暖かい曲で
した。特に最後の曲が聴いてい
てワクワクしました。

三善晃の世界というよりイク
トゥスの世界が見えた気がしま
す！

2ndすべて　3rd最後の曲　あや
つり、黄色い鳥、前へ！

とても暖かい演奏会でした！イクトゥスには人を感動させる
力があると思いました、名演でした！ありがとうございまし
た　Ken-P「前へ」今度歌ってみようと思います男声で！

51 北欧の香りがしてよかったです
隊形が変わったのが新鮮　響き
もよかったです

ハーモニーの動き　リズム　ど
れもよかったです。

かいだん、あやつり・・・女声
もっと主張してもよかったので
は　ふなのり・・・ギターに負
けそうでした　ばしょ・・・ア
ルトがよかったです　と
り・・・

Ken-PのOfillie
全体的にハーモニーが温かくてとても楽しめました　これか
らもがんばって下さい！

52 -

男声の響きの美しさに感動しま
した（自分の団体と比較して）
もちろん女声も美しかったで
す。1ｓｔステージを聞けな
かったのが残念。

壮大な物語が流れこんでくる感
じがして感動しました。本当に
素晴らしかったです。ボキャブ
ラリーが少なくてもっと具体的
な感想が書けないのがくやし
い・・

県祭でもごひろういただいたシ
ンバル、素敵でした。ギターも
ユニークでいいですね。最後の
黄色い鳥のいる風景はすごく楽
しく聞かせていただきました

アヴェヴェルムコルプス、オー
フィリエトフィリエ、黄色い鳥
のいる風景（スゴい良かったで
す！）

このような合唱団の演奏会をお聞きしたのははじめてでイク
トゥスさんの圧倒的な歌声にはただただ圧倒されるばかりで
した。「美しい歌声に感動した」とだけ書くのでは足りませ
ん。3ｒｄstageでは歌の壮大な世界観に引きこまれまし
た！、4ｔｈstageではギターやシンバルのユニークな演奏に
楽しませていただきました。アンコールコーラスも素敵でし
た。ずっと聞いていたいと思う程に。音楽的な知識やごいが
とぼしく思ったことがうまく表現できません。本当に楽し
かったです。素敵な時間をありがとうございました。

53 -

最初の少人数での曲は、その人
数で歌っているとは思えないほ
ど重みのあるハーモニーで圧倒
されてしまいました。

ただハーモニーの重さに圧倒さ
れていました。Bassの低音の響
きがとても気持ち良かったで
す。

本のストーリーが想ぞうできる
ようでとても楽しかったです。
聴いていてとても楽しい気持ち
になりました。

AveVerumCorpus 色々な歌い方
があって面白かったです。

歌声から色んな場面、感情が感じられました。私達もその表
現力に少しでも近付ける様に努力したいです。Bassが本当に
すばらしかったです。2階席でもその響きが伝わってくるよう
でした。

54
情景がうかんでくるすてきな
ハーモニーでした

古典らしいそうごんな響きです
ばらしかったです　立ち方の演
出も面白くよかったです

一曲目　大きく広がるイメージ
でスバラシク　四曲目はとても
大好きな曲想で本当に喜びに満
ちてました

- 3ｒｄ-4 すばらしいハーモニーをありがとうございました
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

55

混声はやはり奥行きというか深
いなぁと思いました。高橋英男
先生が出ていらした時なぜか涙
が・・・合唱っていい
なぁーーーと改めて思いまし
た！

部活で歌ったラテン語の歌（す
みません題名忘れました）と同
じ歌詞が出てきてなんだか懐か
しかったです。

最後！すばらしかったです！

ずっとラテン語だったせいか、
日本語と気づくのに数秒かかり
ました。ギターとのコラボは初
めて聞きました。

1stの4曲目　3ｒｄ最後の曲
前へ

-

56

合唱団イクトゥスさんの目指し
ている合唱がどういうものなの
か何となく感じとれるようなス
テージでした。どの曲も素敵な
響きがありましたが特に4曲目
の（最後）などはハッとする音
が鳴っていた気がします。

きれいでした。グレゴリオ聖歌
を入れるのも良かったと思いま
す。NeTimeasMariaは一部違っ
た所もあってドキッとしました
が、和音は美しく決まっていて
さすがだなぁといった感じで
す。3ｒｄの前座みたいな感じ
になっていたのが少し残念とい
えば残念かもしれません。

Ken-Pの曲はカッコイイですね
団員の皆さんがどの曲も大好き
なのが伝わってきました。特に
NeTimeasMariaと
OFiliietFiliaeが好きでした。
2nd3ｒｄは是非暗譜で余裕たっ
ぷりでやってほしかったです
…！

全て初めてきく曲でしたがすご
く良かったと思います！難曲で
微妙な和音ばっかりだったと思
うのでとても良く表現されてい
るなぁと思いました

4ｔｈ終曲！
お誘いいただきありがとうございました　とても楽しかった
です！

57

スウェーデン合唱曲独特の優し
さと微妙なささやかさが表現さ
れていて素晴らしいステージで
した　複雑なコード進行をして
いるように聞こえました。ぶつ
かり合うパート同士が逃げずに
ぶつかるともっと素晴らしい
ハーモニーになると思います。
自分もリンドベリの曲
（O,mistress mine）をやった
ことがあるのでその苦労を知っ
ています。

バード、ヴィクトリアとも聞き
慣れた名曲で、合唱の原点であ
ると同時にイクトゥスの原点で
もあるような印象を受ける。今
回でイクトゥスの演奏会を聴く
のはたしか3回目ですが、最も
リラックスして歌っていてリ
ラックスして聴けるのがこの古
楽のステージかもしれません。
この方向をぜひ極めてほしいと
思います。

1曲目の受胎告知は、とてもそ
のおめでたい雰囲気にあふれた
曲だと思います。気に入りまし
た。3曲目AveVerumCorpusは2度
（7度）のぶつかり合いから、
様々に和音が変化していく不思
議さが強調されていました。最
後はmajorで解決して「救済」
と「感謝」が表現されないかな
と期待しましたがそうならな
かったところはちょっと残念で
す。4曲目はビート感あふれて
いてよかった、再演してほしい
です。

個人的には久しぶりに聴いた曲
でとても懐かしかった　さわや
かな演奏で　今まで聞いた中で
は一番良かった

第3ステージ　NeTimeasMaria

7/14行きたいけど別の演奏会と重なっていて行けません
（泣）本日はありがとうございました　いつも高橋先生の
チャレンジングな姿勢と曲選びが好きです　スウェーデンの
曲を日本でとりあげるのはここくらい！

58

歌声をきいていて何かに包まれ
るような感じになりました。さ
いごから数えて１つ前の曲が好
きです。
Alltunderhimmelensfaste

Openinngいいねぇ。trianguler
の形のときの曲はどうして
triangulerにしたのでしょう？
最初と最後のがよかったかな。

2曲目はswingしているような。
4曲目がいいや！閉塞感がただ
よう日本の中でこのような曲を
歌声をきけるのはすばらしい。
音楽の世界に限らず、色々な分
野で活躍している人たちをみる
のは勇気づけられる。

歌詩が難しくてそれに引っ張ら
れてしまった。

3rdstageのOFiliietFiliae ア
ンコールの曲「前へ」

帰りが遅くなるからということで妻と息子は来れなかった
が、イクトゥス大ファンの妻には申し訳なくなるコンサート
でした。日常ではあまりにも忙しすぎ、合唱のみならず音楽
をきくことからも遠ざかっている毎日です。ありがとうござ
いました。ステージ前に高橋さんが話す語りが的確で分かり
やすく私は好きです。浜松西高出身の友人がいます。彼はＫ
en-Pのことを知らないと思いますけどうらやましいなぁ。
「前へ」いいなぁと思う一方ではその原発を我々日本人が今
後どうすべきかを考え、自分の意見をいえるようにならない
といけないと思う。祈ってばかり、歌うばかりでなく現実を
見つめて、自分たちの未来を作っていく世の中にならなくて
はとききながら思いました。
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

59 - -

2ndに間に合わなかったので比
較できませんが、今まで聴いた
宗教曲とは一味違う、とても新
鮮な感じがしました。動と静の
メリハリがあって特に最後の盛
り上がりが良かったです。

詞、メロディ、ハーモニー、ギ
ターとシンバルの演奏、すべて
が一体となってすばらしい世界
を作り出していました。

OFiliietFiliae(3rd)、前へ
まず、声が美しくてハーモニーがきれいです。毎回、新しい
音楽の扉を開いてくれる選曲がいいです。ありがとうござい
ました。

60
オープニングから丁寧に1曲1
曲、曲の感じが伝わってきまし
た。

歌う位置（立つ）が違うと、目
にも楽しいです。響き方も違う
のでしょうか。

ひろがりのある曲とハーモニー
でした。

日本語の安心感、懐かしい気分
になりました。女性の衣替え
（白いブラウスに）も良かった
です。明るい感じで。

どれもこれも素敵！
素敵なハーモニーありがとうございました。アカペラすごい
です　昔と変わらず、高橋先生が熱心に楽しそうにしている
姿が嬉しかったです。次回も楽しみにしています

61
ハーモニーが若く美しい、楽し
く聴きました　先生の説明よ
かったです

1曲目　会場の中まで出て来ら
れて歌われたこといいなあと思
いました　先生の声皆さんの声
すてきですね　3曲目の逆三角
形の並び方初めて見ました
STABよく聴こえてきます

とても興味深かった（ケンピー
さんステキです！！）特にアレ
ルヤは楽しくハーモニーが伝
わってきました　ソプラノ（他
のパートも）よかったです（柔
らかく美声！）

皆さんのレベルの高さを改めて
感じる　言葉が伝わってきまし
た　P,PPも美しい　楽器も軽妙
で若々しくよかったです

2ステージ特によかったです
アンコール曲前へも

レベルが高いです　すばらしいです　特に曲の終わりが全て
美しい

62
アカペラの世界に引き込まれま
した。

-
2ndと同じなのに違ったイメー
ジになる、すてきな演奏でし
た。

不協和音にきこえる歌はそれぞ
れのパートがしっかりしていな
いと歌えないですね！シンバル
だけもすてきでした。

アンコールの「前へ」

初めて演奏をきかせていただきました。アカペラで歌うこと
のむずかしさ、ひびきのすばらしさ等、合唱をしていても音
を一定に保つことをひしひしと感じました。とってもすてき
な演奏会でした。ありがとうございました。

63
心にしみ入る素晴らしいハーモ
ニーでした　スウェーデン曲は
いいですね

心にひびきました 心にひびきました
ギター、シンバルの効果が大変
良かったと思います　歌詞が
はっきり届き感心しました

-
イクトゥスのハーモニーが好きなので毎回の演奏会を楽しみ
にしています

64 - - - - -

イクトゥスさんの合唱毎回感動致します　今回も素晴らし
い！の一言です。特に3ｒｄstage佐藤賢太郎さんの作品、イ
クトゥスさんの為に作られた作品とあって皆さんの演奏もさ
らに力が入っているように感じました。各パートの声がとて
も美しくとけ合って美しいハーモニーでした。私どもも近づ
けるよう努力したいです。素晴らしい演奏を聴かせて頂きほ
んとうに有難うございました。

65

特にAlletunderhimmelensfaste
が好きです。女声の響きが美し
く、包みこまれるような感じが
しました。男声とのバランスも
素晴らしく、聴き入ってしまい
ました。

対比がとても興味深く、おもし
ろいステージでした。

2ndステージのOFiliietFliliae
は厳かな印象でしたが3ｒｄス
テージでは喜びを全身であらわ
すような、光が差すような印象
でした。いずれのステージも興
味深く素敵でした。

独特な世界観のある組曲で、会
場がふしぎな絵本の世界に引き
こまれました。ギターとシンバ
ルが加わることで、さらに曲に
深みが増してステキでした。

「前へ」静かで、でも力強い
メッセージと祈りのこもった
心がじんとする曲です。ずっと
歌い継いで欲しいです

毎回違った魅力あるステージを創りあげている皆さん、今回
のコンサートもとても楽しくあっという間の時間でした。ギ
ターやシンバルといった　楽器が加わることで曲のふんいき
もぐっと増しますね。今回もほんとうにステキなコンサート
でした。ありがとうございました。
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

66
リズミカルなパートでは小気味
良さをしっとりとしたパートで
は雄大さを感じました。

冒頭の「ハレルヤ」が色々な
Verが聴けて印象的でした。

演奏前の高橋先生とケンPの漫
才のようなやりとりが面白かっ
た。テンポのよい「ハレルヤ」
に重厚な歌声が重なっていてと
ても素晴らしかったです。

最後の曲がギターと歌とがテン
ポよく重なって気持ち良く感じ
られました。

「前へ」

それぞれのステージで曲風や楽器、演奏者の方々を変えた演
奏で楽しく観賞することが出来ました。団員の方々の歌声は
「熱意」が感じられて素晴らしかったです、どうもありがと
うございました。

67
初めて聴きました　素敵です
CDも聴いてみようと思います

1曲目が良かったです
とてもいい曲ですね　歌ってみ
たいです　楽しみにしていまし
た　ありがとうございました

-

2ndOfiliietFiliae 3rd全部
4thあやつり人形劇場　選ばれ
た場所　1stもよかったです
（1.4.5）

プログラミングよかったですね。楽しく聴かせて頂きまし
た。来年もまた伺います　ESTさんとの共演楽しみにしていま
す　（昨年北とぴあでウィテカー作品の演奏会でお聴きしま
した

68 むずかしい曲　素敵でした。
まわり中から音が来て幸せなか
んじでした。

すてきな世界を感じすばらし
かったです。

これもまたちがった形でいろん
な気持ちや元気が出てよかった
です

アンコール曲もすてきでした。
いつもむずかしい曲、むずかしいテーマですてきです　また
たのしみにしています

69

肩に力を入れすぎて聴いてしま
いました。あと2カ月の留学生
とトイレで話ができて嬉しかっ
たです。

一番好きだったなーーと思って
ます。どの曲だったかなーとり
肌が立ちました（良くってです
よ）

若手作曲家のケンピーに拍手で
す。”前へ”一歩一歩前
へ・・・・何か泣けそう。ゲー
ム音楽みたいのは合唱曲には無
理なのでしょうか。

船乗りから・・・・黄色い鳥の
いる風景　わかりやすかった、
私にはその程度しかわからない

ソプラノでオーオーオーって
あったでしょう　曲名は忘れま
した、又聴きたいです

クラシックはどちらかというと苦手意識があります　毎回、
聴かせて頂いていますが他の合唱団にくらべるとレベルが高
いといつも思います　身体が動き出して足踏みしたくなるよ
うな合唱ではムリですか

70 シックな装いで静かな曲でした 横からの出場も良かったです
佐藤さんの指揮素晴らしかった
です

アンコールの「前へ」良かった
です　皆様の幸せを願います

-
いつもありがとうございます　歌にギター等がまけてしまっ
た様な感じです

71

柔らかい感じが心地よいステー
ジでした。特に3曲目の
Alltunderhimmelensfasteがよ
かったです！

全体が荘厳で各パートの声のハ
モリがきれいです。3rdステー
ジと続いて同じタイトルで異な
る曲が聞けたのは興味深かった
です。

三曲目の磔刑を表した曲は心に
響くメロディでした。四曲目は
華やかでこの曲も好きです、ソ
プラノの高音、素敵ですね、よ
くあんなに高くきれいな音が出
るなぁーと聞き入ってしまいま
した。

テンポの良い曲が多く楽しく聞
けました。

アンコール曲の「前へ」昨年
YouTubeで聞いていたのですが
生で聞けて嬉しかったです。

各ステージそれぞれに違う色がありよかったです。また1曲の
長さも比較的短く、たくさんの曲を聞けたのも楽しかったで
す。ありがとうございました。

72
男声が充実していて暖かい声が
鳴っていたと感じました

立ち位置を様々工夫していたの
は好印象でしたが響きにとって
は裏目に出ていた気がします。
NeTimeasMariaはテノールがも
う少しあると非常に良かったと
思います

Ken-Pらしい音が鳴っていて非
常に良かったと思います　特に
4曲目は初め驚きましたが非常
に良い曲だと感じました

三善晃の中でも非常に難しい曲
の一つだと思いますが　日本語
も上手に歌い上げているという
印象を受けました　特に黄色い
鳥のいる風景は非常に上手に思
いました

EnSommarafton、 3ｓｔ、黄色
い鳥のいる風景

構成のバランスが取れた良い演奏会だと感じました　ご招待
ありがとうございました

73 とてもきれいなハーモニー おもしろい演出
アップテンポでダイナミック特
にフィナーレがverygood!

おもしろい！ - -

74
曲の雰囲気が伝わってきて良
かったです！とてもきれいだな
と思いました

曲席を囲んで歌っていたときは
とても幻想的できれいでした。
キリストの話はよく知らないけ
れど、なんとなく伝わってきま
した

4曲目はとても明るくて聴いて
いてとても楽しくなりました！
音も高いのにとてもきれいにき
こえました。あとKen-Pさんが
おもしろくてかっこよかったで
す！

曲に感情がこもっていました
聴いていて今度歌ってみたいな
と思いました。ギターとシンバ
ルもよかったです

OFiliietFiliae あやつり人形
劇場　前へ

あまり専門的なことは分からないけれどどの曲も難しそうな
のにきれいに歌っていてすごかったです　とても楽しくて心
がいやされました。また次も来れたらいいなと思います。こ
れからもがんばってください！

75
ハーモニーが良く揃っていて良
かった

唄い出しが側で唄ってくれたの
で生の声が聞けて良かった

- - -
合唱は初めて聞いたが大変興味を持った又機会があれば聞き
たい　時間の都合で途中で退席しました
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

76

涙がでそうになりました。何年
かぶりに合唱の演奏会に来て、
合唱ってこんなに素晴らしいも
のだっけ？！と思い直しまし
た。

-

教会で聞いているような気持ち
になりました。4曲目の「アレ
ルヤ～」の部分は喜びに満ちお
ふれ罪人である私たちの心を洗
い流してくれたような気持にな
りました。

- -
心温まるとても良い演奏会でした。ありがとうございまし
た。

77
スエーデン、行ってみたくなり
ました

佐藤氏をお呼びされて　ワンダ
フル

佐藤氏指揮のOFiliietFaliaeの
合唱を聞きながら西欧の大聖堂
の室内空間が重なってきました
すばらしかったです！

ギターとシンバルの伴奏はイク
トゥスの歌声にぴったりでした
大変盛り上がったひとときとな
りました、すばらしかったです

OFiliietFaliae 良かったで
す。　前へ

次回はぜひ知人をさそって参加したいです。イクトゥスの皆
様も「前へ」ゆっくりお進み下さい！！

78 良かったです
観客席での合唱は音楽に包まれ
ている感覚で演出も良かった。

壮大で素晴らしかった。 シンバルの演奏が新鮮だった 前へ 次回も楽しみにしています

79

スウェーデンの歌は初めてでし
た　原語で歌うなんてすばらし
いです　発音とか苦労されたの
でしょうね　教会で聞きたいで
す

最初の曲で客席を含めて囲んで
歌った時の響きがよかったです
サプライズで良かったです

キリストの受胎から復活まで物
語が目に浮かぶようでした
「アレルヤ」のソプラノが良
かったです

- 佐藤さんの2曲目
多くの曲のレパートリーでとても充実した発表会でした
ハーモニーが素晴らしかったです　心洗われた感じがします

80 - - - - - やっぱり素晴らしかった

81

「TheRealGroup」の存在を知っ
た事がまず第一。次にスウェー
デン語に挑戦し言葉の乱れがな
かった事に感動。5曲のうち①
と④がよかった。

合唱団が周囲を取りかこむ　息
遣いも臨場感が伴い感動した①

特に「OFillietFiliae」はイエ
ス復活の喜びに満ちていまし
た。

-
スウェーデン讃美歌201番　前
へ（Ken-P)

合唱団イクトゥスには昨年以来度々演奏を聞いております。
その度毎にイクトゥスは日々前進し続けていて感動していま
す。

82 - - - - - （お名前と連絡先のみ記入）

83 - - - -
どの曲も素晴らしかったです
特に前へは色々な思いがあるの
で勇気づけられます

また演奏会に来たいと思います　今日はありがとうございま
した

84 - - - -
黄色い鳥のいる風景
TheRealGroup

はじめて合唱団の演奏会に来ました。各ステージすばらしく
ひとりひとりの声があつまるとこんなに素敵なハーモニーに
なるのだなぁと感動しました。あたたかーい気持ちになれて
うれしい時間でした、ありがとうございました！！

85 - - - - -

私は耳が聞こえませんが、みなさまの声が心にひびいて伝
わってきました！！少しだけ残っている聴力で歌をきくこと
ができて感動しました　これからもステキな歌と声をいろい
ろな方々へ届けてください！！ありがとうございました！！
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

86 - - - - -
最初から深くて響きのある合唱に心ひかれました　更に各曲
すべてが素晴らしく思いました　クレーの画の表現も楽しく
聞こえました

87 - - - - - （お名前と連絡先のみ記入）

88 - - - - 3ｒｄOFiliietFiliae

はじめて合唱というのを聞かせて頂いたのですがたいへん感
動しました。音楽がまったく分からない私ですが新しい世界
を見せて頂いたようでまた聞きたいと思いました。人間の
声ってきれいですね。

89
ハーモニーがここちよく完成度
が高かった。

男声パートが曲を盛り上げてい
ます。

ただただ感動、素敵な演奏、曲
が生きていました

いつも新しい試みを楽しく聞か
せて頂きますが、素敵でした

InLaudeIesu

イクトゥスの演奏のレベルの高さを回を追って高まっている
ことに感動してます。様々な条件の中での練習が実っていま
す。これからも応援します。お疲れ様でした。楽しかったで
す。

90
Bass!!ものすごくひびいて心地
良かったです。

- -

ソプラノが「大人のソプ」とい
う感じ　「黄色い鳥・・・・」
の終音が耳に心地よく残りまし
た

アカペラ「前へ」ピアノ付はき
いたことがありますがアカペラ
の方が良いと思いました

声は楽器なんだな。団長さんがすごく楽しそうに唄ってまし
た

91 低音にうっとり -

和音のきれいなコンテンポラ
リー　終曲、楽しそう、歌って
みたい　Ken-Pの指揮、ステキ
です

シンバルの入った曲、おもしろ
い　終曲のラスト、伸ばす音、
ソプラノがんばりすぎ

- -

92 心が震える合唱でした。
前の曲とは違い、つつみこまれ
るような声が印象的でした

AVeVerumCorpusという曲にこめ
られた悲しみが伝わってきて、
次のコントラストがとても印象
的でした。

黄色い鳥のいる風景という曲が
とても楽しそうで好きでした。

AveVerumCorpus -

93 - - すばらしかったです。 - -
もっときいていたいと思いました。良く練習しているのがわ
かります。皆様歌うのが楽しそうでした、どれもすてきでし
た

94 - - -

あえてかもしれませんが、中高
生の合唱のようなひびきになり
（ソプラノの声質？）違う団体
の歌を聴いているようでした

アンコール1曲目、低音がきれ
い

-

95 - -

「NeTimeasMaria」の語りかけ
がとても優しく耳に残った　ま
た6/8拍子は讃美歌のような曲
の様式ではあまり聴かないの
で、印象に残った　曲そのもの
の長さが長めに感じられ聴く方
の集中が切れたところがあるよ
うに感じた

＜幻想喜歌劇～＞のギターが剣
戦のようで不思議と合っていた

- -
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No. 1stコメント 2ndコメント 3rdコメント 4thコメント
印象に残った曲
気に入った曲

演奏会全体を通しての感想

96 - -
これぞ組曲という感じで情景が
うかんできます　すてきな曲で
した

- -
アンコールで「前へ」がきけてとてもうれしかったです　イ
クトゥスのすてきなうたごえで幸せなひとときをありがとう
ございました。

97 - - - -
Ifurskogen,NeTimeasMaria2nd,
AveVerumuCorupus,OfiliietFil
ie,クレー、前へ

バスの柔らかく響く声がとてもよかったです　アカペラでも
安定したピッチで、心地よいハーモニーでした。

98 - - - - 3ｒｄ第4曲です -

99 - - - - -
皆さまのすてきな歌声で楽しい一日が過ごせました　ありが
とうございました

★第6回演奏会アンケート内容★

　Q　各ステージの感想をお聞かせください　

＜1st  The Real Group 讃＞　＜2nd  In Laude Iesu（Early Music）＞　

＜3rd  In Laude Iesu（佐藤賢太郎委嘱初演＆客演指揮）＞　＜4th  混声合唱とギターのための組曲 クレーの絵本第1集（三善 晃）＞

♪アンコールは、2曲演奏しました。「前へ」（佐藤賢太郎作詞・作曲）指揮：佐藤賢太郎、「黄色い鳥のいる風景」（再演）指揮：高橋英男

　Q　「印象に残った曲、気に入った曲」をご記入ください

　Q　「演奏会全体を通しての感想」をご記入ください
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