♪2013年5月5日 合唱団イクトゥス創立20周年記念第7回演奏会♪お客様アンケートをご紹介します！
♪2013年5月5日 に開催 した 創立20周年記念演奏会 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 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7回演奏会来場者数555名 ＆ アンケート 回答数93名 ＞
No.

1stステージコメント

2ndコメント

3rdコメント

4thコメント

5thコメント

Epilogue

印象に残った曲
気に入った曲

1

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

2

美しくすばらしかったです

美しくすばらしかったです

美しくすばらしかったです

美しくすばらしかったです

美しくすばらしかったです

美しくすばらしかったです

最後の曲

3

すばらしい！

すばらしい！

すばらしい！

すばらしい！

すばらしい！

すばらしい！

全て気に入った
ました

4

ー

ー

ー

ー

ー

ー

5

6

第一声からしびれました 耳
の奥がキュンキュンしました
男声が素晴らしい 力強さや PPPの弱いではなく小さくて
ホワッとしたやさしさが胸に もしっかりと出すのが良～く
しみました
解った気がします 素晴らし
い演奏をありがとうございま
した。

7

リズムに乗って歌っている感
声量がどのpartもすごいなぁ 歌詞が壮大でどれもいい曲だ 3曲目が印象的でした。E母音 盛り上がり方が自然できれい ぜんぶ、素敵な曲ですね！
じが良かったです！発音がき
と思いました！
と思いました！
がきれいでした！
でした！
ほっこりしました。
れいでした。

圧倒！歌い始めた瞬間から圧
倒でした。パート内はもちろ
ん、全体として響きが統一さ
れていて、とても素敵でし
た。人数の割にはfのスケー
ルが大きくて、ホール全体を
ならせていて、すごかったで
す。Pはすごく密度が濃く、
芯のある声で説得力がありま
した。アンサンブルとはこう
いうものだ！というのが伝
わってきたような気がしま
す。

ー

ー

ー

発音がいいのかな のばした
ゲストの演奏をきいた後なの
人数が倍になった分厚みが
音を最後までしっかり出して
で何も言えません アカペラ
あって ハーモニーが素晴ら エピローグは感動しました
いて力が抜けていないな 体
の方が良かったかな 何かモ
しいラストの音が幸せ！！
ぜんぶは覚えたい曲です
がほとんど動かない立ち姿が
ヤがかかった様
1+1が4になった
いい

1曲1曲に表情のある曲で、聴
いていて楽しかったです。
ちょっと気になった点をいく
つか申し上げます。まず、
せっかくピアノがあるので、
歌とピアノでもっとアンサン
ブルできたらいいと思いま
す。次に、歌詞がもっと聴き
たかったです。ちょっと母音
が明確でないような気がしま
した。男声の声が全体的に後
ろな感じがするので、もっと
前に出していいと思います。
「川」でのfはすごく迫って
くる感じがあってよかったの
でPも芯があって説得力のあ
る歌い方の方が、全体的にで
きたらいいと思います。情景
が伝わってきて、とてもよ
かったです。

8

ポリフォニーの曲なので、も
う少し、どこのパートが出て
きたかがわかる歌い方にした
ら、旋律におもしろさがもっ
と出てくると思います。全体
的にテナーがもっとほしかっ
たです。発音はきれいでし
た。子音もちゃんととんでい
てよかったと思います。1曲1
曲の雰囲気を変えられていて
よかったです。宗教曲が現代
の作曲で聴けたのが新鮮でし
た。

9

水のそれぞれの印象が区別さ
盛り上がるところの響きがき
のりのりなのがこちらにも伝
声の迫力に圧倒されました！ れていて、想像しやすかった
とりはだが立ちました！
れいでした！
わりたのしく聞けました！
です！

2ndとはちがった雰囲気でよ
かったです。日本語がきれい
に発音できていて、歌詞もわ
りと聞き取りやすかったで
す。各パートのいい旋律のと
ころが引き立っていました。
そして、特にユニゾンがみな
さん1つになれていて、ユニ
ゾンで感動しました。3曲
目、特に楽しかったです！

すっっっばらしかったです！
2つの団体の良さが一体と
なってつくり上げられたはー
もにーは、とても貴重で、心
に響くものでした。人数も増
えたことで演奏の幅も広がっ
ていました。

1 Page

すばらしいハーモニーに感動し涙がとまりませんで
した
人生60年生きてきましたが、色々とあった人生、今
日は、すっきりと心が洗われて、明日からあらたに
頑張れる気がしました ありがとうございました。
印象に残り

1ｓｔステージの曲
の曲 水のいのち

2nd最後

乙女の殉教者たちよ
のち海よ

大変良かった

ありがとう！！

声の響き、ハーモニーがすばらしかったです。 EST
の演奏が聴けてよかった。 たいへんぜいたくな演
奏会でした。 ありがとうございました。
素敵な演奏会でした。20年の積み重ねがひとつひと
つの出会いを積み重ね 本当に素敵な合唱団に成長
されたのだなぁと思います。20周年おめでとうござ
います。これからも素敵な音楽を届けてください
ね。

いずれの曲もイクトゥスだけ
のステージとは また違った
ー
魅力があり 大変素晴らし
かったです。

O Magnum Mysteriumがすきで Unicornis Captiratur 力強
す。
くて素敵でした。

演奏会全体を通しての感想

水のい

無料だなんて とっても得をしました お客さんの
マナーが良くて 曲を聴きながら思いつくまま書い
てしまいました 失礼があったら ゴメンなさい

ぜんぶ

20周年、おめでとうございます！これからも聴きに
行きます！

ゲストさんいっぱいでとても
ぜいたくでした。すべての
方々の力が合わさって、集大
成としていった感じで、とて
もすてきな演奏でした。ゲス
トの方に曲紹介をして頂けた
ことも、貴重なことで、こち
ら側もうれしかったです。

Water Night（ウィテカー大
好き！） Sweet Days（とて
もやさしかった） ぜんぶ
（泣ける）

20周年という節目の演奏会ということで、とても華
やかなステージでした。この演奏会を聴きに来られ
たこととても光栄に思います。とても幸せな時間で
した。あっという間に時間が過ぎていきました。ま
た来年聴きに来ます。本日は素晴らしい演奏をあり
がとうございました。

すごい共演が見れて光栄で
す！

ぜんぶ

私も上手く歌いたいです！

No.

10

1stステージコメント

2ndコメント

3rdコメント

4thコメント

5thコメント

ぜんぶは都留文科大学が金賞
を取った時に相澤先生に直接
Ericはとても好きなので聴け 頼んで歌わせてもらったこと
「Unicornis coptivatur」
てよかったです。2011年の北 があるのでその時のことを思
「海」
とぴあを思い出しました。
い出しました。アレンジがこ
のVer.も初めて聴けてよかっ
たです。

とても聴き心地がよかったで 序破急のある音楽とはこうい 「海」の終わりの部分は大好
ただただすごかったです。
す。
うものだと感動しました。
きです。

11

ー

ー

3の出だしがよかった。

ー

ー

パンフレットの10ページと11ページの間の白いペー
ジが気になりました。わざと？

ー

イクトゥス、EST、すばらしい混声合唱でした。感動
しました。次回の演奏を楽しみにしています。

13

非常にバランスの良いハーモ
ニーで宗教曲の精密さと美し
さを充分にかもし出せていた
と思います。

名曲を久しぶりに聞きまし
た。どちらかと言えば少人数
現代作曲家の宗教曲、細かな
合唱団で、少しピアノに負け 難解な曲でしたが、各パート
音程の動きとハーモニーの素
る部分もありましたが、歌詞 の響きが充分に楽しめまし
晴らしさをほうふつとさせて
の意味を充分に伝える素晴ら た。
頂けた。
しいハーモニーでありまし
た。

14

昨年のオープンイクトゥスで 普段CDでしか聴けないESTの 熱のこもった演奏で、曲の世 言葉の聴きやすさ、クリアな 素晴らしい合唱団のコラボが
2曲ともとてもステキな曲で
歌った「Lux Fulgebit」が聴 演奏を生で聴くことができて 界観に聴き入ってしまいまし 歌声、とても勉強になりまし 聴くことが出来て、よかった
した！
けてよかったです！
感動しました。
た！
た！
です！

15

この曲はあまりにも有名で合
唱人としては”歌い過ぎて”
厚みのあるサウンドとハーモ
良い意味で実力を見せつける
安定感のある演奏にいやされ
しまうことも多いが、今日の
ニー！特にイェイロの曲は変
演奏！合同へと高まる期待
ました。
演奏はしっとりと落ち着いて
拍子が熱くノリが良かった。
感。
いて、新たな魅力を発見させ
てくれた。

16

さすが！という感じです。男
最後の曲が特に美しいメロ
定番中の定番ですが、とても 山下先生の伴奏で聴けて感激
声はもっと声量を出してし
圧倒的スケール感で感動しま
ディで好きでした。ソプラノ
豊かなハーモニーで聴き入り です。息もぴったり合ってい
豪華すぎです（笑）
まっても良かったのではと思
した。
のロングトーン素敵です！
ました。
て驚きました。
いました。

全曲！

創立20周年本当におめでとうございます！

17

キリスト教の神秘がひたひた テンポが良くすっきりとした もはや日本語には聞こえな
と伝わってきた
感じでした
い、すばらしい

O Magnum Mysterium

私たち学生にとってすごい憧れです

18

前半はともに宗教曲ステージ
ですが、イクトゥスさんと
ESTさんの歌声の違いが良く
見えて、印象的でした。透き
通る様にきれいな歌声で、良
くまとまっていたと思いま
す。

19

ピアノが入るとまた雰囲気が
曲想が変わった。背景の移り
ハーモニーがとてもすごく、
変わり 「かわは」の「か」 全てのパートが集まる時
変わりによって音量、伝え方
圧倒されました。
の前 ｋ（く）みたいのが聞 てもすごかったです。
が変わるのがわかりました。
こえました。

21

ー

ー

ー

ー

ー

ー

楽しく聞けました

①

ー

②

ー

①②

とても感動しました。というか久しぶりに感動しま
した。

①③⑤

ESTさんは迫力があって素敵
な演奏です。緩急のつけ方、
曲の表情がくっきり見えて素
敵です。

①

ー

演奏会全体を通しての感想

12

20

①③⑤

印象に残った曲
気に入った曲

Epilogue

Sweet Days～ヴォーン・ウィ
Introitusは圧巻でした。繊
リアムズに対抗しての作曲、
細さもあり迫力もあり、美し
Introitus、Sweet Days、ぜ
非常に素敵な曲をありがとう
いハーモニーに感動しまし
んぶ
ございます。何度も聴きたい
た。
と思いました。

両作曲家による軽妙なトーク
両団の持ち味が見事に調和し
が面白かった。アンコールの
柔らかく厚みのあるサウンド
「水のいのち」「Water
あり方として新しく興味深
に満たされた。2曲の対比が
Night」「ぜんぶ」
い。もう一度弾き始めた相澤
素晴らしい。
先生も最高（笑）

感動して涙が出ました

ー

ー

と

水のいのち、ぜんぶ

感動しました

ー

ー

2つの団体が一緒に歌うと2倍
伝えたいことがこちらにも伝
いい曲になったと思いまし
ぜんぶ
わり、感動しました。
た。

ー

ー

ー

ー

2 Page

ー

ー

両合唱団とも、少～中人数でバランス良く、声の出
しや切り方等、誰一人として飛び出るところもな
く、素晴らしいハーモニーを作り出す合唱団と思い
ます。丁寧な歌い方の中にも強拍やメリハリ、歌詞
の意味を充分に伝えるレベルの高い団ですね。刺激
になります。※7月15日の香川二期会合唱団の定演は
ヴォーン・ウィリアムスのミサを歌います。
今日の演奏会をとても楽しみにしていました。やっ
ぱり来て本当によかったと思える演奏でした！イク
トゥス大好きです！！今日は本当にありがとうござ
いました！

司会進行など、とても暖かい雰囲気の素晴らしい演
奏会でした。外国語作品をたくさん扱う演奏会には
あまり行ったことがなく、非常に楽しめました。素
敵な時間をありがとうございました。

大好きです

You tubeを通しまして イクトゥスさんの演奏を何
度も拝聴させて頂いており、興味をもちましてこの
度演奏会に参りました。やはり、生の演奏に勝るも
のは無いと思いました。素晴らしい演奏をありがと
うございました。

2つの団体を聴いて良い刺激になりました。またたく
さん良いところを吸収できました。

ー

全て素晴らしかったです。

ESTの皆様、遠くよりお越しいただきありがとうござ
いました イクトゥスの皆様 お手伝いご協力くだ
「ぜんぶ」がとてもシンプル さいました皆様に感謝いたします 素晴らしく そ
なのに素敵で印象的でした
して楽しいステージをありがとうございました いろ
いろお世話になります よろしくお願いします あ
りがとうございます

No.

1stステージコメント

2ndコメント

3rdコメント

4thコメント

5thコメント

Epilogue

印象に残った曲
気に入った曲

とても心安らぐ曲の中にもと
ても熱い団員一人一人の情熱
を感じ取ることができまし
た。人と絆を結びつける「合
唱」の可能性に感動しまし
た！

ー

22

一人一人の思いが心にスト
発声ハーモニーがとても表情
それぞれの声が１つにまと
レートに届いてくる歌声、
豊かで幸せなひと時を過ごす
まっていて、やはり様々な表
ハーモニーにとても感動しま
ことができました。
情を感じさせてくれた。
した。

低音の響き、高音の伸びに
心を打たれるステージでし
ホール中が共鳴してて、心に
た！優しい音色に心が落ち着
強く響いてくるサウンドに心
きました。
躍るものがあった

23

O Magnum のbassの優しくて
力強い音色に感動しました。

「私たちは～」がピアノと合
唱の息があっていてにぎやか
な感じが楽しかったです。

24

「雨」の温かさを感じまし
「O Magnum Mysterium」の明 ハーモニーに厚みがあってと
迫力があってよかったです。 温かいハーモニーに感動しま
た。迫力があってよかったで
２曲とも良い曲でした。
るいハーモニーが好きです。 ても美しかったです。
良い曲だと思いました。
した。
す。

25

迫力が今までに聞いた合唱の
言語の発音がとても上手で、
中でも段違いで、圧倒され
これからの合唱にとても役立
た。世界はやっぱりすごいな
つと思った
と思った

26

前回のオープンイクトゥスで
やった Lux Fulgebit が楽
しかったです！！ 全曲鳥肌
が立ちました！！

ー

ー

ー

ー

ぜんぶの本人生伴奏に感動しました
です

O Magnum Mysterium Sweet
Days ぜんぶ

とても素晴らしい演奏でした。ありがとうございま
した。

ー

来てよかった

今までに聞いたことのある合唱とは異なっていたの
で、色々と勉強になった また二つの合唱団のレベ
ルのが高くとても印象に残った 機会があればまた
聞きたい

両曲ともとても豪華でとても
Sweet Days
感動しました！！

本当に感動しました！！
た！！

27

水 こんなにたくさんの表現
Hodie～ とり肌（良い意味
なかでも 水たまり臨場感に 日本の民謡を聴いているよう 練習時間（合同）がある筈も
の）の立つような心地よさを 一人の声に聞こえました。美
溢れていて（オカシイ？こん な気がしました 一人の男性 ないのに素晴らしいハーモ
感じました。隣の人の背中を しい音色（声というより楽器
な表現）水たまりをポンポー の表情に目を奪われ聴くこと ニー音は心を一つにできる魔
なでてあげたい気分になりま のような気がしました）
ン飛んでいる自分がいまし
より見ることも楽しみました 法の手法なのですね
した
た。

常連になりつつある私は毎
回、合唱の素晴らしさを感じ
させて頂いています。ありが 水たまり
とう！ってたくさん云いた
い！

私は合唱もオペラも唄う人がより楽しめるものと
思っていましたがイクトゥスさんのおかげで聴くこ
との楽しさを知りました 私も小さい頃合唱をやっ
ていたことがありもっと若くて近かったらイクトゥ
スに入りたい！

28

良かったです

良かったです

29

１曲目はイクトゥスで歌った
引き込まれました
曲なので懐かしかったです

一体感があってよかったです
ピアノはもう少し聞こえても 素晴らしかったです
良かったです

圧巻でした

30

特に過去演奏した"Ave
maria,O magnum mysterium"
で 内容に合わせた歌い方を
しているのが良く分かりまし
た。普段の部活で自分が忘れ
ていることなので、とても参
考になりました。

宗教曲の知識が浅いこともあ
り、今までのイメージと違っ
た曲ばかりでした。ESTの
方々の素晴らしい演奏で、新
しい視点から宗教曲を見る
きっかけができました。

聞き覚えのある曲があったの
で内容がわかりやすかったで
す。普段見逃しているような
自然の姿をうまく曲に表現で
きていて素晴らしいステージ
で、ここにも私たちが学ぶべ
き要素がたくさん盛り込まれ
ていました。

奥深い意味が隠されていそう
な詩に独特なリズムが加わっ
てさらに各パートの充実した
声量と響きが本当に素晴らし
かったです。

２つの素晴らしい合唱団の皆
様が合同で演奏された２曲。
充実した声量、響き会場の人
をも取り込んで1つにしてし
まうような雰囲気というお互
いの良い要素が合わさって大
勢で歌うことの素晴らしさを
改めて感じさせてくれるよう
なステージでした。

31

ー

ー

ー

ー

ー

32

33

良かったです

良かったです

ー

すごくから中に響きまし
た！！感動しました！

曲に対しての自然でありながらも情熱溢れるイク
トゥスサウンドがとても大好きです！これからも頑
張ってください！！Bravo!

私たちは一人ではない

曲のイメージが全然違うどう
１つ１つの曲のテンポが異
しの組合せだったが、とても 二つの合唱団が合わせての歌 作曲者の方の話がとても面白
なっていてとても楽しかった
良い合唱だった 特に曲の最 はとても細かいところまで調 く、合唱への意欲が上がった
水についてとても考えさせら
後は鳥肌が立つぐらい感動し 整がされていて凄かった
歌は迫力があってよかった
れた
た

Have mercy on us,O my Lord
は聴くたびにGを選びたくな
水たまりのスタッカート感が
ります！初めて生できいたの
楽しかったです！迫力がすご
ですごかったです！！
かったです！！
Unicornis captivaturも楽し
かったです！！

演奏会全体を通しての感想

山下さんの演奏よかったです 良かったです

ぜんぶよかったですが 特に イクトゥスさん、ESTさん合わさった時重厚感あって
日本語の「ぜんぶ」相澤さん 感動しました。もう本当に久しぶりに心がふるえま
の演奏も良かったです
した！

ー

1000円は安すぎるようにも思いました。齋藤さんの
トークが良かったです。２０周年おめでとうござい
ます。ありがとうございました。

ぜんぶ

２曲とも心に響く詩で、特に
「ぜんぶ」は何度か耳にして 2ｓｔ 3ｓｔ全曲 4ｓｔ春
いましたが、今日拝聴して、 の始まる日 5ｓｔの２曲
この詩に込められた意味をよ Epilogueぜんぶ
り深く理解できました。

ー

ー

２曲とも明るくきれいな曲で
Lux Flugebitの速いテンポで
言葉が飛んできて、とても聴
生でESTの演奏を聴けて本当 迫力ある演奏でした。部の定
した。ステージの上に両合唱 ぜんぶ、シンプルな詩でも、 Lux Fulgebit,Unicornis
も美しさがあってよかったで
きやすかったです。言葉を大
に幸せでした。どのパートも 期演奏会でもチャレンジして
団が出てきて、コラボレー
とても深く温かみのある演奏 captivatur,私たちは一人で
す 今年もken-P先生の曲を
切にして演奏しているのがわ
充実した声でした。
みたいと思いました
ションが見れてよかったで
でした。
はない、Water Night
聴けてよかったです
かりました。
す。
ー

ー

ー

ー

ー

3 Page

ありがとうございまし

ー

ぜんぶ

一曲一曲に様々な細かい工夫がなされていて、高橋
先生の私たちより練習時間が少ないにも関わらずこ
こまで完成度の高いステージに仕上げられており、
本当に素晴らしい演奏会でした。創立２０周年誠に
おめでとうございます。私が今後合唱をしていく上
で参考になるようなことをたくさん学びとることが
できました。

ブラボー！！

来年の定演も聴きに行きます。

とてもよかったです。また聞きたい、歌ってみたい
と思いました。

No.

1stステージコメント

2ndコメント

3rdコメント

4thコメント

5thコメント

印象に残った曲
気に入った曲

Epilogue

34

スミマセン遅刻しました ロ
スミマセン間に合いませんで
イクトゥスらしい温かいハー ハーモニーの精度の高さと歌 イクトゥスとESTの良さがう とても豪華な顔ぶれで来たか
ビーで聴きました まさに天
Sweet Days
した
モニーでした
詞の世界観が印象的でした
まく融合していたと思います いがありました
上の響きでした

35

やさしく柔らかい発声で心地
よい演奏でした（寝ていたわ
けではありませんｗ）キリス
ト教の誕生を心から祝福して
いる、そういう演奏に心を奪
われました！

36

ー

37

ー

ー

38

ー

39

40

声の密度がとても高く、ムダ
のない発声ですね！うらやま
しいです。そして何より歌詞
をとても大切にされているの
が良く伝わってきました。

非常に重たい組曲ですが、そ
れを感じさせない力強い演奏 2nd stage とは打って変わっ
でした！その中にも優しい
て活気に満ちあふてた演奏で
ハーモニーが聴こえてきて… した！
自分も見習いたいです。

柔らかな響きを感じながら、
立体的な音の響きですばらし
ダイナミックな印象もありま
かったです。
した。

どちらの曲も基礎が整ってい
ないと歌えない曲ですよｗそ
のあたりでイクトゥスさん、
ESTさんのレベルの高さを感
じました

ぜんぶ

作曲された先生のお話を聴け
るなんてまんて贅沢なステー O Magnum Mysterium, Water
ジなのでしょう！！とても心 Night, ぜんぶ
のこもった演奏でした。

ー

ESTさんは三重県のコンクールでしか聴いたことがな
かったので、今回はとてもうれしかったです！本日
はご盛会おめでとうございます！！

ー

ー

ー

Lux Aeterna 1 Introitus

温かな中にも、知的な素晴らしさがあり、とてもよ
かったです。これからも、がんばって下さい。

ー

ー

ー

ー

ー

20周年おめでとうございます 今回の演奏会も楽し
く聴いて、見させて頂きました、次回もまたぜひ。

ー

ー

ー

ー

ー

水のいのち

素敵でした

ー

ー

ー

ー

・二つの合唱団のコラボレー
ションは素晴らしかった ・
パスの興味深い詩の歌を聴く
ことが出来た。

ー

「ぜんぶ」！！

いつも素晴らしい歌をどうもありがとう

ー

ー

むずかしい水のいのちシリー
ズをとても上手に歌われてい
ました。

ー

ー

ー

川

とても素敵な演奏会でした。ゴールデンウィーク中
だったのでどうしようか迷いましたが来てよかった
です。

私たちは一人ではない

41

津と千葉と離れていながら、
地味な曲で表現が難しいと思 全部に良く歌われていまし
多彩な変化とリズムの難しい
明るく熱心な団員の皆さんと
詩を良く表現しながら変化と
いつも一緒でいるように大合
いますが、良いハーモニーで た、特に３と４は印象深く聴
曲を良く完成されていまし
多彩な指導者との良い楽しい 全て素晴らしかった！
深みのある演奏でした
唱団の雰囲気で羨ましい感じ
した
きました
た。作曲も素晴らしかった
演奏を聞かせて頂きました
でした

42

とてもシンプルに、清らかに
歌っていました。ステキでし
た！アルトをもう少し人数大
目にすると、さらに良かった
かもしれません。もしくは響
きを統一するか・・・スミマ
セン。少し辛口で でもむず
かしいですよね

43

水のテーマ最高です 利根
新しい中にグレゴリオの原点
日本人が１つであると感じさ 人の縁で今日があることが素 楽しいTDRよりも楽しいです
クオリティ高い宗教曲でした 川、江戸川、太平洋、東京
を感じました。
せる叙情的なイメージ
晴らしいことです
ブラボー！ブラボー！
湾、ディズニシー水の千葉！

44

素晴らしいハーモニーでした

45

ー

46

演奏会全体を通しての感想

発声が詰まっている！！なか
なかそのような発声をする団
体はいらっしゃらないのでと
ても新鮮でした。とくに女声
がすばらしかった。男声がと
きどき喉声の方がいらっ
しゃったのが残念でした。

最後のフィナーレ 鳥肌が立
ちました。とても繊細な曲の
作りでした。とても表現力豊
かでした。

二人の注目されている作曲家
さんの話を聞けて嬉しかった
二つの合唱団（発声が全く違
インパクトの強い曲、歌い方
です。意外とあっさりしてま
うのに）ものすごく溶け合っ
でした。安定感がありどっし
した。ESTさんの暗譜率が高
ていて 安定感のある演奏で
りしていました。ピアノの入
い・・・。暗譜の方が人に伝
した。安心して聴くことが出
りが素晴らしかったです。
わるので全員暗譜を目指せば
来ました。
さらに良かったかもしれませ
ん。

5ｔｈの２曲（とくに１曲
目。少人数できいたことある
けどそれとは違って迫力があ
20周年でこんな盛大な企画が出来るのも高橋先生と
りました）一番最後の「ここ
向井先生の絆から生まれたものだと思いました。
に」←みんな笑顔でした 暗
譜の方が何十倍もスバラシ
イ！！

創立２０周年おめでとうございます。向井氏との出
会いが３０年前なら創立３０周年かもしれません。
一角獣は捕らえられた、川、
音楽文化の原点であるグレゴリオ聖歌を大切にして
海、私たちは一人ではない
いる姿勢が何よりも好感が持てます。今までで最高
の演奏ですブラボー！

とても丁寧なハーモニーでし
とても良かった。伴奏が曲と アカペラをしっかり歌える合 全体が重めの曲だったのでハ
P,PPがとてもキレイでした。
1ｓｔ、4ｓｔ
た。
一体となって素晴らしい。
唱団での演奏、Good
ジケル曲もあれば

Unicornis Captiratur の力
強さに感動しました。

「海よ」が大きな海の広がり
「私たちは一人ではない」は
を感じさせてくれてとても良
圧巻でした。
かったです。

「川」が好きなので、聴くこ
とにかくすごかったです。す
きれいなハーモニーで、あた
とが出来てうれしかったで
ごい響いていてびっくりしま
たかい気持ちになりました。
す。ピアノがかっこよかった
した。
です！！！

ー

ー

「Unicornis Captiratur」
「Water Night」
「Introitus」「Sweet
Days」「海よ」「ぜんぶ」

ピアノがとてもきれいで、聴
「ぜんぶ」がとても好きな曲
いていてとても楽しかったで ２団体のいいところが合わ
だったので、とてもうれし
水のいのち、ぜんぶ
す。合唱も迫力があって感動 さって、とても素敵でした！
かったです。
しました。
4 Page

良く練習され基本を忠実に訓練された良い合唱団で
した（両団とも）。

発音の良いイクトゥス、丁寧にしっかり歌われる
EST、この合同での今後の演奏を期待したい。

High Qualityの素晴らしい演奏でした。感動しまし
た！

どのステージも完成度が高くて、聴いていてとても
楽しかったです！ありがとうございました！！

1stステージコメント

47

オープニングにふさわしく。

48

宗教曲ならではの神聖な響き ベースの圧倒的な存在感がす 高音も低音も充実していて素 頭の中に情景が浮かんでくる
どちらの曲もメロディックで
壮大な演奏で圧倒されました
川、Sweet Days
でした
ごかったです
晴らしかったです
ような素敵な演奏でした
とても心地よかったです

49

ー

50

ー

51

52

53

54

55

56

合唱曲らしくて、綺麗でし
た、癒されました。

ー

2ndコメント

3rdコメント

4thコメント

5thコメント

印象に残った曲
気に入った曲

No.

スバラシイです。第一声から
びっくりしました。美しい
おぉ、水の”リンネ”が感じ
日本語曲もまた美しい。
声ってこういうものなのです られました。
ね。

ー
ハーモニーが大変素晴らし
かった

ー

ー

ー

日本語とてもきれい。

ー

演奏会全体を通しての感想

ぜんぶ

大変ありがとうございました

どの曲もしっかりと構成されていて、聴いていて飽
きませんでした。素晴らしかったです。
本当に素晴らしかったです
た

全てです！！

水が雨→川→海と流れ、歌も 組曲が静から動へとイメージ 米国の初めての曲、面白かっ 皆さんのコーラスが楽しかっ
ー
盛り上がってよかったです
の変化が新鮮でした
たです
たです

音が澄んでいる感じがしまし 長い曲なのに、全部の流れが
かわいらしい曲でした。
た。
あって壮大でした。

ー

ー

Epilogue

ー

2グループ合同で迫力があり
ました。

ー

ー

ゲストが豪華でした…！

ー

２つの合唱団が競い合い、コラボしとても珍しく楽
しい演奏会でした、また機会があるといいですね

2ndの曲。水のいのち

20周年のコンサートを聴くことができて感動しまし
た。

3rd,4th

素晴らしいハーモニーに心洗われました。ESTさんと
のコラボもよかったです。また聴かせていただきた
く、ご活躍ご発展お祈りしております。

イクトゥスさんの演奏を聴く
YouTubeで一度聞いたとき
すごく安定している演奏でし 1st stageとは別の団の演奏
今まで経験したことのない豪
のは初めてでしたが、曲の良
と、また違った印象を受けま とにかくエネルギッシュでし
た。とくに女声の安定感がす のようでした。すばらしかっ
華なステージで、すばらし
水のいのち
さが素直に引き出されていて
した。面白い曲だと思いま
た。
ごかったです。
たです。
かったです。
いい演奏だと思いました。
す。

ー

ー

いろんな曲があるなあと思い
1番最後の曲が好きです。
ました。

ー

心洗われた気持ちです。高橋先生ありがとうござい
ました。団員の皆様の雰囲気の温かさに、みなさま
が合唱団を大切になさっていることが伝わってきま
した。

ー

ー

とても勉強になりました。

ー

ー

今年はことさらすばらしく感動的で心温まる演奏会
でした！ありがとうございました。娘と来場致しま
した。

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

57

いろんな場面の輝かしい光が 今年の課題曲が2曲組み込ま 最終曲が物語性があってドラ
最後の祭りの雰囲気が楽し
感じられる演奏だったと思い れており、楽譜を見ながら勉 マティックでききごたえがあ
かったです。
ます。
強になりました。
りました。

58

1曲目が第62回の幕総が歌っ
てた曲でした!! なつかし
かったです。

59

まるで教会にいるかのようで
アンサンブル素敵でした。
した。美しかったです。

60

各パートの線がぼやけてあい
まあいに聴こえた。

61

大きな恵みをいただきありがとうございました。

ご招待いただき本当にありがとうございました。

ぜんぶ(2回目)

ー

素晴らしいです。2年前、北
全曲演奏、おみごとでござい
とぴあでWhitacre作品聴かせ
ました。
ていただきました！

SWEET DAYS

昨日、高校生の「ぜんぶ」を
きいたので、いろんな世代に
2団体が混合した並びでお互
water night, Lux
受け継がれるうたを楽しめて
いの良さがとけこんでいて楽
aeterna, sweet days,
すてきだなあと思いました。
しめました。
ぶ
「ぜんぶ」が出会いの場面の
方が多いですね。

ぜん

1曲目が今年の G2 でした
日本語の曲って覚えるのが大
昨日、ウィテカーさんの曲を
迫力がすごくておどろかされ
とても格好いい曲ですてきで 1th1曲目、2th1曲目とさい
ね!! べんきょうになりまし 変で苦手です…。すごいです
きいたばかりだったので嬉し
ました。
した。
ご、Epilogueの2曲です。
た。最後の曲好きです♪
ね。
かったです。

ー

心が温かくなりました。自然
ここでの演奏、どれもよかっ 素晴らしいの一言でした。最
人数が増えたことで盛りあが とこちらまで笑顔になれるよ 海よ、私たちは一人ではな
たですが、雨と海よのハーモ 後の曲がとても印象に残りま
りがはっきりわかりました。 うな雰囲気、歌声、すべてが い、5th,ぜんぶ
ニーが特に素敵でした。
した。
温かくて心地よかったです。

ー

ー

ー

ー

ー

ー
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ありがとうございまし

20周年記念コンサートを見に来てとてもすてきなGW
になりました。これからのご活躍を期待しておりま
す。本日はありがとうございました。他団体とのコ
ラボはいろんな可能性があってすばらしいですね！

とてもすてきでした。1thのしょっぱなから心をやら
れました。本当に、ありがとうございました。来年
も楽しみにしています。ESTさんの演奏を生で聞く
の、とても楽しみでした。毎日ipodで演奏聴いてい
ます(笑)ありがとうございました。

演奏会おめでとうございます。また来年も楽しみに
しています！

お互いの得意な曲を交換して演奏するような取り組
みは大変おもしろいと思った。

ー

No.

1stステージコメント

2ndコメント

3rdコメント

62

最後のO magnum mysteriumは
部活で歌っているのとはまっ
たく違っておもしろかった。
Lux Fulgebitという曲がキレ
イだった。

2曲目と4曲目のChristus
factus estとUnicornis
Captivaturが印象的だった。
特に4曲目はハレルヤの所が
かっこよかった。

2,4,5曲目が心に残った。水
たまりの最初の節はお気に入
りだ。4曲目もうつくしかっ
た。5曲めの おお海よ で
びっくりした。

63

すごい一体感にひきこまれま 場面転換がすごかったです。
すごかったです。みなさんの
相変わらずの温かい響きで和
圧巻でした。ピアノとのから
した。最後のAlleluiaの喜び 素晴らしい組曲をきけてよ
熱意がすごく伝わってきまし 感動しました。
みます。
みがよかったです。
がすごく伝わってきました。 かったです。
た。

64

とても楽しそうに歌っていて
どの曲もすばらしかったです
よかった。とくにNe Timeas 男声合唱も女声合唱も混声合
女声が綺麗ですばらしかっ
が、特に海よがよかったで
Mariaは女声がとても綺麗で 唱もすばらしかったです。
た。
す！
よかった。

65

なつかしく聴かせていただき
Ken-Pさんの曲にスピード感
2つの合唱団の個性が溶け
混声、男声、女声とそれぞれ ました。「海よ」がとても説 作曲者自身による伴奏でより
がもう少しあるといいと思い
合っていて素晴らしい演奏で 素晴らしかったです。
の色と曲が楽しめました。
得力のある表現で素晴らし
深い表現での演奏でした。
ました。
した。
かったです。

女声なので、女声合唱や一番
最後の曲に聞き入ってしまい
ましたが、ハリがあるのに力
が入っていない… わたしも
あんな風に歌いたいと思いま
した。

わたしは今年、部の伴奏を任
されることになりました。独
奏を専門に学んできたわたし
にとって、伴奏というものは
難しく、未だにわからないも
のです。しかし、中村先生の
演奏を聴いて、歌に伴って弾
くということがどういうこと
か少し分かったような気がし
ました。歌に関しては、やは
り日本人なので歌声の中の日
本語に安心感を覚えました。
合唱とピアノが絡み合って一
つの音楽がつくられているこ
とが感じられた、ステキなス
テージでした♪

4thコメント

5thコメント

印象に残った曲
気に入った曲

Epilogue

たのしそうにうたっていた。
組曲全体が印象的だった。歌
高音がとてもすばらしかっ
ぜんぶの歌詞が中学の頃に校 私たちは一人ではないの組曲
詞もすごく心にきたし、情景
た。頭のなかに世界が一つで 長先生がいっていたこととに すべて、 water night、ぜ
があたまにうかんできた。す
きたようなきがした。
ていて、なつかしい気持ちに んぶ
ごかった。
なった。

綺麗なサウンドがすばらし
かった。

Lux flugebit, Unicornis
Captivatur, 合同曲の全て
よかったです。

作曲者の貴重な話が聞けてよ
ぜんぶ
かった。

3rdステージとはまた違い、
ピアノと合唱の織りなす音楽
的空間がとてもステキでし
人数が増えた分、声の厚みが 「以上です。」が面白かった
た。今回のステージもわたし
増して素晴らしかったです。 です。
にとっても大きな学びとなり
ました。本当に素晴らしいで
す。!!

ー

66

67

５曲目のO magnum mysterium
がすごくキレイでした。私は
部活でヴィクトリア作のを練
習しているのですが、それと
はまた違った雰囲気でとても
よかったです。

最後の2曲はよかったです！3
O magnum mysterium, Water
曲目はキレイで4曲目は展開 それぞれの曲想がそれぞれ
ウィテカーさんの曲が大好き
素敵な曲で最後の盛り上げ印
個性豊かな作曲者の方のお話 Night, Lux Aeternaより
がパッパッかわり楽しかった あって、すごかったです！個
でWater Nightを聴くことが
象的でした！
が聞けて楽しかったです。
1.Introitus, Sweet Days,
です。オラ・イェイロさんの 人的には海好きでした！
出来てよかったです。
ぜんぶ
曲は大好きで楽しめました。

68

元々宗教曲が好きなので、楽
しく聞かせていただきまし
た。受胎告知～キリスト誕生
までの喜ばしさが伝わってく
るようで涙がでそうになりま
した。

1曲目の曲調ががらりと変わ
るところが劇的でとても素敵
でした。男声、女声合唱も素
晴らしかったです。最後4曲
目は感動しました。

69

3曲目の私たちは一人ではな
Unicornis captivaturはリズ 川はピアノといっしょに流れ
最後のO Magnum Mysteriumが
いは歌詞もリズムも特徴が
ムが軽やかなところがとても るような曲とはまた違い迫力
Water Nightはとても響きが
明るく柔らかい感じの曲でと
あって耳のなかで流れていそ
楽しそうできいていて自然と のあるどっしりとした曲で
きれいでよかったです。
てもきれいだと思いました。
うな曲でした。歌詞の意味を
体がうごくようでした。
かっこよかったです。
詳しく知りたい曲でした。

花祭りへ…と男声から入るの
が躍動感がありとても素敵で
した。山下さん作曲の合唱曲
をはじめて聞きましたが、と
ても素敵でした。

ー

6 Page

ー

すべての曲がとても美しく、耳に残る曲だった。
知っている曲はなかったけれど、たくさんの新しい
曲が知れてよかった。Water nightが特に気に入っ
た。1つの大きな世界を見ているようだった。

イクトゥスさんはとても楽しそうに歌っていて、合
唱の本質的なことを教えてくれる気がします。今回
もどの曲も想いがこもっていてすごかったです。高
一から毎年聞いているのですが毎回音楽のよさがつ
たわります。心がゆさぶられました。ESTさんとの合
同ステージもすごかったです。

ー

私たち(幕張総合高校合唱団)
が歌っている宗教曲とは違っ
て、また新鮮なかんじがしま
した。今後も宗教曲を歌って
いく上で大変勉強になりまし
た。

今年歌うのですが、素晴らし
かったです。スタッカートと
テヌート、音の強弱、聞いて
いてとても楽しめる合唱で感
動しました。

演奏会全体を通しての感想

ー

Ne Timeas Maria, Unicornis
合唱で音楽的な事や表現のこと、個人的に学びた
Caputivatur, Water Night,
かったピアノのこと、多くのことを学べて本当によ
LUX AETERNA, 1Introitus,
かったです!!ありがとうございました!!
Sweet Days

第2ステージ最終曲、水たま
り、エピローグステージ

ぜんぶはどこかできいたこと
のある曲かなと思いました
O Magnum Mysterium
が、きちんときくと曲も歌詞
もきれいで感動しました。

メンバーの皆様の人柄が出てくる温かみを感じる演
奏会でした。私もお客様をあたたかい気持ちにでき
るようなステキな合唱をしたいです。今日はありが
とうございました。裏面より)パンフレットについて
です。各曲の解説と歌詞や訳詞の意味をそれぞれま
とめて下さり、さらに楽しく聴かせて頂くことが出
来ました。また作曲者の説明もあり、他の曲で出
会った作曲者の曲を聴くことができすごい楽しかっ
たです。

ー

きれいですばらしい曲を沢山きくことができて楽し
く過ごせました。来年も楽しみです。ありがとうご
ざいました。

No.

1stステージコメント

2ndコメント

3rdコメント

4thコメント

良かった。

5thコメント

70

良かった。

良かった。

良かった。

良かった。

71

壮厳な響き、圧倒されまし
た。

曲の選びがよい。

何べんきいても素晴らしいで
難しいハーモニーを美しく
すが、今回は特に最高でい
歌っていた。
い。

72

ppがあったかい

端正できれいなアンサンブ
なつかしい!! いっしょに歌
ル。締めがばっちり分かって
いました。(無言で)
る。

73

水たまりの底のにごりと、表 立ちつくして祈るところか
両団体の息がぴったりと合っ
面の清らかさ、海の終わりと ら、幻の人がいると感じると
異なる作曲家の曲なのに、最 混声、男声、女声と、どの演
ていて、ハーモニー響き、と
始まりの対比がとてもよく表 ころ祭りのなかでひとりでな
初から最後まで統一感があり 奏も音の広がりがすごく迫力
もに圧巻でした。トークを交
現されていて生物でない水に いと実感するところの盛り上
ました。
がありました。
えながらというのも楽しかっ
命が吹きこまれた感じがしま げ方と響きがすごいな、と思
たです。
した。
いました。

印象に残った曲
気に入った曲

Epilogue

良かった。

Lux flugebit, Unicornis
Captivatur, Water Night,
Sweet Days

ー

ー

ぜいたくな合唱を聴き大満足

ー

Lux Aeterna, ぜんぶ

ー

ー

Water Night

ー

演奏会全体を通しての感想

豪華なゲストで20周年にふさわしいステージでし
た。

作曲者ご本人が演奏に入られ
ただけあり、表現がとても豊
かでした。貴重な解説も聞け Sweet Days，ぜんぶ
て、ありがたかったです。以
上です。

20周年おめでとうございます！ 演奏会ごとに新し
い音楽の扉を開いてくれるところが素晴らしいで
す。これから先も、どんどん新しい扉を開いていた
だけることを楽しみにしています。今回も素晴らし
い演奏ありがとうございました。

74

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

とても素晴らしい演奏でした。

75

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

感動の一言につきます。日頃の練習のたまものです
ね。ジョイントも素敵でした。ありがとうございま
した。

76

宗教的な合唱曲も好きなの
で、なかなか聴くことのでき
ない曲が聞けてよかったで
す。

さすがEST、圧倒されまし
た。三重県で1回聴いていた
んですがやはり、すごかった
です。

おなじみの「水のいのち」私
は大好きです。歌ったことも
ありますが、今回の歌の方が
すばらしかったです。

和風なハーモニーでまっすぐ
にとんできて、心地よかっ
た、パワーもあって引きこま
れた。

77

歌詞の意味を理解してから聴
間があって聴いている人を引
短くも、心温まる声で良かっ
ピアノと合唱のからみが印象
ふわっとした感じの曲で、今 あっという間に感じられ、
くとより楽しめると思うもの
きこませるものだと思う。不
たと思う。
に残った。
にも耳に残る。
もっと聴きたいと思った。
だと思う。
思議な気持ちになった。

Unicornis Captivatur

78

私達の合唱団でも、今、名倉
先生にみていただいているの
で、女声中心にとても真っす
ぐな声だなあ、と思ってお手
本のように聴かせていただき
ました！

Ne Timeas Maria, Unicornis 千葉まで出掛けてきてよかったです。また次にうか
Caputivatur
がえるのを楽しみにしています!!

79

どれも良い曲でした。もっと 聞き入りました。レベルが高
よく表現されていたと思いま
のびのび歌ってよいので
い！各パートとてもよくそ
技術が高い。
す。
はー？と思いました。
ろっているところがすごい。

80

とても良い響きで、曲を聴い
ただけでもしっかりと話の内
容が伝わってきました！あん
な風に歌えるととても楽しい
んだろうなと思いました。

81

O Magnum Mysteriumのソプラ
3曲目の最後で倍音がきこえ
ノがキレイだなと思いまし
てすごいと思いました。
た。

82

ー

イエイロの曲がとても面白
かったです。まだまだ歌い込
んで育てていかれるのでしょ
うか？楽しみにしています。

さすがESＴのみなさんだと思
わせる演奏だと思いました。
音の充実感がほかの合唱団よ
りあって素晴らしい演奏でし
た。

ー

水彩画のように、やわらかく
描写的なサウンドでした。あ
る意味、古典の曲が鮮やかに
なっていてビックリです。ピ
アニストの方の水色のドレス
もとても素敵でした。

中村洋子先生のピアノありき
の5曲でした！"水のいのち"
をやってみたいですね！本当
に素晴らしい演奏をありがと
うございます！

すごい。これだけいるとすご
相沢先生、佐藤先生の豪華ゲ
今日は本当にすごく貴重な1日だったなあと思う。家
い迫力で、言葉を失うとはこ
ストで最後の最後まであきる 水のいのち、Epilogue Stage で歌を聞いているより、現場に行って作曲家の話を
のこと、自分でもここで歌っ
ことのないステージでした。
聞いてすごい1日になったと思った。
てみたいと思った。

スゴイ曲でした。もっと大き
なホールでも映えそうです。
先生方のぶっちゃけトークが
日本語の歌詞も、すごいレ
ぜいたくな2曲で、本当に、
楽しく、本当にアットホーム
ガートに乗っているのにもか
スゴイですね。
なステージでした。
かわらず良く聴こえてきて、
脱帽です。

Water Night、大人数の響き
がすてきでした。

ピアノから入って、1曲目は
ちょっと暗い感じから入って
いたが、2曲目から急に明る
い感じになり、3曲目のクラ
イマックスは素晴らしかった
です。

ぜんぶ、Water Night,
楽しく、きかせてもらいまし
Unicornis Captivatur, O
た。
Magnum Mysterium

ものすごい演奏で素晴らし
かったです！イクトゥスと
豪華ゲストがたくさん出てき
ぜんぶ、水のいのち、
ESTが合同でやると、やはり てすばらしかったです！本当
Introitus
素晴らしい音楽が聴こえてよ によかったです！
かったです！

3曲目の川という曲の入りが
相澤直人先生の"ぜんぶ"が好
迫力満点で引き込まれまし
魂のはなしをしに参らっしゃ 2つの団体が合わさると迫力
きです。無伴奏はよく耳にす
た!!そして海よの高音から低 れの最後の伸ばしがすごいキ とか、何もかもが更にすごい
ぜんぶ
るのですが、伴奏付きは初め
音下がるところがすごいな。 レイでした。
な。と思いました。
て聴きました!!
と思いました。
ー

ー

ー

7 Page

ー

全部の曲が良かったです。

いろいろな曲を聴くことができて楽しめた。このよ
うな演奏会は初めてなので新鮮だった。合唱の奥深
さに思い知らされ、より興味がわいた。

聴きに来てよかったです。ありがとうございまし
た。

本当に良いものとなっていて、来たかいがありまし
た!来年も、必ず行きたいと思います。

ー

すばらしい演奏会でした。

No.

83

84

1stステージコメント

2ndコメント

3rdコメント

4thコメント

水のいのちは前から聞いてみ
ハーモニーがなめらかでとて
たかったので、良かったで
ひびきがすごくきれいでし
もきれいでした。ベースの声
す。おもしろい曲集でした。 3曲目がおもしろかったっで
た。ソプラノの方が、すきと とソプラノの声がちゃんと役
ソプラノの方の、2オク上の す。
おったきれいな声でした。
割を果たしていて、さすがだ
音がきれいに出ていて、すご
なあと思いました。
かったです。

ー

ー

ー

5thコメント

Epilogue

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

ごうかなゲストの方が2人も
いて、すばらしかったです。 Unicornis Captivatur, 私た
声の厚みが出て、良かったで
Sweet daysもぜんぶも素敵な ちは一人ではない、水のいの 来てよかった!
す。
曲でした。自分も歌ってみた ち、ぜんぶ
いです!

ー

ー

1回も「ぜんぶ」が聴けて、
かなり嬉しかった!!

ソプラノの方は柔らかいけど、しっかりとして歌声
ぜんぶ…すごくキレイで泣き で、男声の方々は力強いけど、女声を立てる素晴ら
そうになった!!
しい歌声でした!!アルトの方々はキレイにハモリを
入れていて素敵でした!!

85

普段きくことのできない演奏
迫力があって、でも丁寧な演
詞は知っていても、作曲者が
曲によって演奏が力強かった
をきけて、とても良かったで
奏でとてもきれいでした。最
違うだけで雰囲気が全然違う
り、丁寧だったり、いろいろ
2つの合唱団の出会いがきけ
す。最後の曲はAlleluiaとい
後の曲は楽しくて、でも何か
んだなと思いました。とても
な表情があってとてもよかっ
て楽しかったです。
う気持ちが伝わってきまし
が伝わってくるような曲でし
きれいでした。
たです。
た。
た。

86

一気に深みが増したような気
現代曲らしく、かろやかに歌
がしました。そして、ウィテ
い上げられていて高校生の僕
すばらしいです。このような とても表現のレンジが広いな たたみかける感じにただ圧倒 カー独特の何ともいえない世 終わってほしくないと思って 私たちは一人ではない、Have 本当にすばらしい演奏会でした。ありがとうござい
達にはできない多彩な表現や
演奏を聴けて幸せです。
と感じました。
されました。
界が広がり聴いていて異世界 しまいました。
mercy on us O my lord
ました。
深みのある声が感じられまし
に来てしまったような気さえ
た。
しました。

87

ー

ー

ー

88

和音のハマった瞬間の響きに
とり肌が立ってしまいまし
た。ステキです！それだけに
難しい和音の部分や経過音？
でのまとまりが欲しいなと
思ってしまいました。

女声がすばらしいです!!うっ
とりしてしまいました！男声
合唱も美しい！バランスが難
しそうですね！最後の曲聴く
のが初めてだったのですが、
とても感動しました。テーマ
のupテンポの部分好きです!

「水のいのち」本当に熱い演
奏でしたね!!「川」の激しい
表情をあらわにした演奏に圧
倒されました。皆さんが熱を
入れて歌われているのが伝
わってきました。

89

ちゃんとしたテーマ性のある
圧巻の演奏でした!!
プログラムでしたね

90

ー

91

とてもいやされました

92

いつものイクトゥスのサウン
ド！久しぶりに聴くことがで
き、まず感激！③Ne Timeas
Mariaは特によかったです。

ー

ー

御本人が伴奏をされていてお
どろきました！細かい所まで
巧みに作り上げているのが伝 2つの合唱団が共に歌ってい
わってくる、本当にすばらし たと思えないほどすばらしい
い演奏でした!!もっとサウン 統一感とハーモニーでした!!
ドを聴いていたい!!と思わせ
てくれる歌声、拍手です。

曲紹介が作曲者本人からきけ
てとてもよかったです。2曲
ともとてもきれいで、特に、 ぜんぶ、Sweet Days
一番最後に歌った曲は感動し
ました！

ー

ー

佐藤さんや相澤さんご本人の
解説、演奏をきくことができ
て本当に貴重な体験になりま
した！ありがとうございまし
た。

ー

熱演でした!!高橋さんの気迫
whitacre、シビれました!!大
初めて聴いたのですが、とて
がものすごく感じられまし
人数なのでより演奏効果が表 ゲストが豪華でした。
も良い曲ですね。
た。
れていましたね。

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

高橋先生が解説で書いておら
れますが、1曲目の「雨」の
このホールにいるすべての人
冒頭は5曲目<そらの高み>へ
達が善人で深い祈りを捧げて
のぼった水のイメージをもっ
いるような、静かで温かな気
て～にぴったりの素晴らしい
分になりました。
演奏でこれまで以上に好きに
なりました。

去年に引き続き、今年も聴きにこれてよかったで
す！ゲストの方々もとても豪華で素晴らしい演奏会
でした。来年もまた、楽しみにしています!!

全部よかった！！

まだまだききたかった！！

ー

Ne Timeas Maria, 水のいの
ち、ぜんぶ

20周年本当におめでとうございます。アニバーサ
リーイヤーにふさわしいプログラムで1000円は安い
です!!今度の千葉県合唱祭が同じ日なのでよろしく
お願いします。

Sweet Days, 雨、Lux
Flugebit, Unicornis
Captivatur

やさしい詩と流れるようなメロディ、美声に日常か
ら離れたひと時を過ごせました。ありがとうござい
ました。

ー

CDをいつも楽しみにしています。お話はCDでは少な
くして頂けるとさらにうれしいです。

心地よい上質なコンサートで感動いたしました。素
Very good!作曲者、演奏者、
晴らしいゲスト出演の20周年の輝かしい記念演奏
Pianist山下祐加さんのピア
夢のようなハーモニー！イク 会場とが一体化したような雰
会、十二分に楽しませていただきました。今後の
ノ伴奏が印象に残りました。
ぜんぶ。Sweet Days, 水のい
トゥスもESTも皆様もさすが 囲気がすばらしかったです。
益々のご発展をお祈りしています。ありがとうござ
向井先生の棒で自由自在に演
のち(特に雨)
ですね。
やはり作曲者ご本人の本物の
いました。「ぜんぶ」の中の後半の詞の部分も聞き
奏される様に驚きました。
力はすごい！
たかったです。トークが楽しかったです。パンフ
レットもよくできてますね。

8 Page

No.

1stステージコメント

93

団員の皆さんの「この曲好
き!!」みたいな気持ちが強い
ものは特に強くそのパワーが
ビシビシと伝わってきまし
た。(O Magnumかな？)
（ARMONICAでいうHodieみた
いな）宗教曲独特の美しさ、
繊細さ、微妙なバランスがた
のしめました。

2ndコメント

Sopの言葉の入りがとっても
勉強になりました。全体的な
技術の高さはもちろんです
が、ねらった音を確実につか
ー
まえて出せるところが今、ア
ルモニカSopにとっての課題
なので…ため息しか出ませ
ん。

3rdコメント

4thコメント

ー

5thコメント

ただ、ひたすらに羨ましい。
2団体になったことで厚みが
増したことと、安心したかの
ように歌う方々がのびのびと
歌っていていいな−と思いま
した。向井先生と髙橋先生で
は振り方のタイプが全く違う
ように感じたのですが、歌い
手側としてはどんな感じなの
でしょうか。

Epilogue

印象に残った曲
気に入った曲

Sweet Daysはキレイな曲で
すね。歌詞を意識して聴いた
ことがなかったので、歌詞
カードとKen-Pさんのお話で
「なるほど−!!」と思いまし
1stステージでやった曲を
た。ぜんぶは何度聴いても
やってみたいです。
歌っても、いい曲で私は好き
です♡どうでもいいことです
が相澤さんが私のイメージと
は違いすぎてビックリしまし
た。風貌が。

演奏会全体を通しての感想

20周年おめでとうございます。ハタチのお祝いにふ
さわしい豪華ゲストがたくさんで観ている側にとっ
てもHAPPYな気持ちになりました。「ぜんぶ」の伴奏
を初めて聴いたので、それはすごく新鮮でした。演
奏を聞いている途中から歌いたくてウズウズしてい
たので練習がたのしみです。21周年目に向かってま
すますのご活躍をお祈りします。素敵な演奏会をあ
りがとうございました。

★創立20周年記念第7回演奏会アンケート質問内容のご紹介★
（質問１）各ステージの感想をお聞かせください。（各ステージは以下の通りです）
＜1st＞Hodie Christus Natus est（合唱団イクトゥス単独ステージ）
＜2nd＞祈りの作品集＞（ヴォーカルアンサンブル《EST》単独ステージ）
＜3rd＞混声合唱曲水のいのち（合唱団イクトゥス単独ステージ）
＜4th＞混声合唱曲私たちは一人ではない（ヴォーカルアンサンブル《EST》単独ステージ）
＜5th＞＆＜Epilogue＞合唱団イクトゥス×ヴォーカルアンサンブル《EST》Stage（合同ステージ）
（質問２）「印象に残った曲、気に入った曲」をお教えください。（複数回答OK）
（質問３）「演奏会全体を通しての感想」をお教えください。（自由回答）

★印象に残った曲＆気に入った曲ランキングのご紹介★
1位（63％）：ぜんぶ＜Epilogue＞ 2位(35%)：SweetDays＜Epilogue＞ 3位(31%)：UnicornisCaptivatur＜2nd＞
4位(29%)：川・海よ＜3rd＞、WaterNight＜5th＞ 5位（28％）：雨・水たまり・海＜3rd＞
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