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プログラムPROGRAM
混声合唱のための唱歌メドレー『ふるさとの四季』第1部

編曲:源⽥俊⼀郎 指揮:佐藤由梨 ピアノ:三好芙美⼦

第2部 ルネサンスの合唱曲 指揮:佐々⽊幹雄

こおろぎは良い歌い⼿�

第3部 あの頃 あの歌 指揮:佐藤由梨 ピアノ:三好芙美⼦

第4部 詩の思いを⾳楽にのせて 指揮:佐々⽊幹雄 ピアノ:⼤森美⼦

ジョスカン・デ・プレ

El Grillo (Josquin de Prez   c.1440-1521)

愛しのマトナ オルランド・ディ・ラッソ

Matona mia cara    (Orland di Lasso  1532-1594)

インスブルックよ、さようなら ハインリヒ・イザーク

Innsbruck, ich muss dich lassen     (Heinrich Isaac  c.1450-1517)

めでたし御⾝ ウィリアム・バード

Ave verum corpus   (William Byrd 1543-1623)

聖とされし⽇ ジョバンニ・ダ・パレストリーナ

Dies Sanctificatus  (Giovanni Pierluigi da Palestrina  c.1525-1594)

作詞/作曲:中島みゆき 編曲:横⼭潤⼦�時代

おもちゃのチャチャチャ� 作詞:野坂昭如 補作詞:吉岡治 作曲:越部信義 編曲:鷹⽻弘晃

Yesterday�Once�More 作詞/作曲:�J.Bettis�&�R.Carpenter 編曲:信⻑貴富

涙をこえて 作詞:かぜ耕⼠ 作曲:中村⼋⼤

春に 作詩:⾕川俊太郎 作曲:⽊下牧⼦

ぜんぶ∼卒業式バージョン∼� 作詩:さくらももこ 作曲:相澤直⼈

第1楽章 農夫と⼟ / 第7楽章 ⼤地讃頌

作詩:⼤⽊惇夫 作曲:佐藤眞

作詩:三好達治 作曲:⽊下牧⼦

くちびるに歌を 原詩:C.Flaischlen 歌詞構成/訳/作曲:信⻑貴富

混声合唱とパイプオルガンのための

-Hab'�ein�Lied�auf�den�Lippen-

『混声合唱のためのカンタータ ⼟の歌』より

鴎

【故郷/春の⼩川/朧⽉夜/鯉のぼり/茶摘/夏は来ぬ/われは海の⼦/村祭/紅葉/冬景⾊/雪】 

†休憩†
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指揮者紹介Conductor's profile
佐々⽊幹雄

秋田県秋田市出身。山形大学教育学部生涯教育課程音楽文化コース卒業。 
声楽を小野真弓、藤野祐一、野尻弘子の各氏に師事する。YCMオペラ本公演にて「コジ・ファ 
ン・トウッテ」ドラベッラ役。アトリオン音楽ホール・コンサートオペラ合唱等に参加。 
現在、岩手県立宮古高等学校教諭。

佐藤由梨

岩手県立水沢高校、岩手大学教育学部卒業、同大学院修了(音楽教育)。 
声楽、合唱指揮及び宗教音楽を佐々木正利、指揮法を故佐藤功太郎、故中村伸一郎の各氏に師 
事。第3回仙台バッハ・アカデミーの指揮マスタークラス（講師:H.リリング)を修了。現在、 
熊友会ヴォーカル・アンサンブルのメンバー、盛岡バッハ・カンタータ・フェラインのコン 
サートマスター、アンサンブル・コン・フォーコ指揮者。奥州市立常盤小学校教諭。

Pianist's profile 伴奏者紹介

三好芙美⼦

青森明星短期大学音楽専攻科卒業。 
これまでにピアノを浅野繁、加茂洋子、小暮千佳子各氏に、フルートを浪岡敬三、野崎千賀子 
各氏に師事。音楽教室講師を経て、現在は宮古市内でピアノ教室、こどものための音楽ひろば 
主宰、演奏活動等を行っている。宮古笛の会会員。

⼤森美⼦

宮古高等学校、岩手大学教育学部中学校音楽科卒業。 
4歳より川原田孝子氏、熊谷雪子氏に師事。現在ピアノ教室を主宰。
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NOTE 解説

第2部 ルネサンスの合唱曲

15世紀中頃から17世紀初め頃までのヨーロッパ音楽をルネサンス音楽と呼んでいます。 
キリスト教的な内容を持つ曲を宗教曲や教会音楽と呼び、それ以外を世俗曲と呼んでいます。

♪こおろぎは良い歌い手　El Grillo (イタリア語)　/ジョスカン・デ・プレ
 ジョスカン・デ・プレはフランドル地方（現在のフランス北部からベルギーにかけての地域）出身 
で、フランス、イタリアなどで活躍しました。この曲は世俗曲ですが、宗教曲で名高い人です。 
 宗教改革の創始者ルター（1483～1546）は音楽にも造詣が深い人ですが、カトリックの重要人物であ 
るジョスカンを「他の作曲家は音に支配されるが、ジョスカンは音を意のままに支配する」と讃えて 
います。詩は「こおろぎは歌がうまいし、鳥みたいにすぐどこかへ行ってしまわない」という内容で 
すが、自分たち音楽家をこおろぎに例えて主人に忠誠を誓い、暗に待遇改善を求めたのだという説も 
あります。

♪愛しのマトナ　Matona mia cara (イタリア語) / ラッソ」
　ラッソ（ラッススとも呼ばれます）もフランドル地方の出身です。イタリアのほかドイツで長く活 
躍しました。この人も宗教曲で有名ですが、フランス語、ドイツ語、イタリア語はおろかナポリ弁、 
ベネチア弁などで生き生きとした世俗曲も量産しました。有名な逸話があります。少年時代、あまり 
の美声故に「うちの聖歌隊に欲しい」と3度も誘拐されたというのです。この事件で彼の名声は大いに 
上がったと伝えられています。曲のタイトルは「おいらの愛しいマドンナちゃん」としたほうがニュ 
アンスが良く伝わるでしょう。ドイツ人傭兵がイタリア女性に、間違いだらけのイタリア語も何のそ 
の、必死に愛を伝えようとします。Matonaはマドンナのドイツ訛りです。「ペトラルカ（イタリアの 
詩人）とかヘリコン（ギリシャの山の名）を語る教養はないけれど、情熱と体力なら負けないぞ。ド 
ンドン、ディリディリ」とギターを奏でます。ただ、ドイツ人には相当に失礼なこの曲、ラッソはド 
イツで作曲しました。周囲のドイツ人はよほど心が広かったのでしょうか。

♪インスブルックよ、さようなら　Innsbruck, ich muss dich lassen (ドイツ語) /イザーク
　イザークもジョスカン、ラッソと同じくフランドル地方出身で、イタリア、オーストリア、ドイツ 
などで活躍しました。ジョスカンと同時代人ですが、ある王侯がお抱え音楽家の選考中に使者から受 
けた報告にこんなのがあります。「作曲家としてはイザークよりジョスカンが上だが、ジョスカンは 
気が向かないと作曲しないし給料の要求も高い。新曲をより多く期待でき、性格も良く、給料も安く 
済むイザークがふさわしい」。しかし、採用されたのはジョスカンでした。 
　インスブルックは現在のオーストリア、チロル地方の古都です。歌詞はインスブルックを愛した神 
聖ローマ皇帝マクシミリアン1世が、別の都に赴く際に別れを惜しんで作ったとも伝えられていま 
す。曲はイザークが民謡を編曲したもの、という説もあります。この曲はドイツ・プロテスタント教 
会の讃美歌、バッハ、リスト、ブラームスなどにも引用されているそうです。また、1964年と1976年 
にインスブルックで開催された冬季オリンピックの閉会式（どちらか一方だけかもしれませんが）で 
も演奏されたそうです。

3



　イタリアで生まれたパレストリーナは、おそらく最も有名なルネサンスの作曲家でしょう。「教会 
音楽の父」、「真の音楽の父」などと称されます。若いうちから教会の音楽家として高い地位に就き 
尊敬を集めました。カトリック総本山ローマの主要な音楽家ポストは、長くフランドル出身者などの 
外国人に占められていました。そこに現れた自国出身音楽家がパレストリーナだったのです。パレス 
トリーナは奇しくもラッソと同じ年（4ヶ月前）に亡くなりました。その際には大勢のローマ市民が集 
い、彼の棺には「音楽のプリンス」と刻印されていたそうです。曲は38歳頃出版されました。クリス 
マス、つまりキリストが生まれたことを祝う内容です。 

♪めでたし御身　Ave verum corpus (ラテン語) / バード
　バードはイギリスの作曲家ですが、当時、英国王室はカトリック教会と対立し分離、英国国教会の 
世の中になっていました。そんな時代、バードは生涯カトリックの信仰を貫きながらも、王室からは 
きわめて重く用いられました。「Ave verum corpus」はバード62歳頃に出版されています。詩は「聖 
体の賛歌」と呼ばれ、教皇インノケンティウス6世に由来すると伝わります。聖体とはミサで用いられ 
るパンとぶどう酒のことで、その中にキリストの体と血が存在するとされているそうです。キリスト 
の体の象徴であるパンを食べる事によって神との結びつきを祈る、という内容です。「Ave verum 
corpus」にはモーツァルトはじめ多くの作曲家が曲をつけていますが、詩には少しずつ異なったバー 
ジョンがあります。

♪聖とされし日　Dies Sanctificatus (ラテン語) / パレストリーナ 

第3部 あの頃 あの歌

♪時代/中島みゆき・横山潤子 
　1975年に発表された中島みゆきの大ヒット曲。同年の世界歌謡祭でグランプリを受賞。他の多くの 
歌手によってもカバーされています。卒業式で歌われたり、音楽の教科書にも掲載されるほど親しま 
れており、2007年には「日本の歌百選」にも選ばれました。横山潤子アレンジの本曲では「あたかも 
遠く懐かしい思い出を回想するセピア色のエピソードのように」（横山）前奏が始まります。

♪おもちゃのチャチャチャ/越部信義・鷹羽弘晃 
「おもちゃ」と「チャチャチャ」をかけた、野坂昭如、越部信義の遊び心溢れた作品。原曲は1959年 
ですが、その後、吉岡治が子供向けに歌詞をリメイク、曲も一部改変され、1962年ＮＨＫ総合テレビ 
の幼児音楽番組「うたのえほん」で歌手、真理ヨシコらにより大ヒットとなりました。前曲同様2007 
年の「日本の歌百選」に選ばれています。鷹羽弘晃は2008年ＮＨＫ合唱コンクール中学校の部課題 
曲、アンジェラ・アキの「手紙」の編曲を手掛けたことで一気に知名度が上がりました。今回の編曲 
も楽しく、ノリノリ気分で歌えます。 

♪Yesterday Once More/Bettis & Carpenter・信長貴富
　1973年に発表されたカーペンターズの代表曲の一つ。「昔ラジオから流れていた大好きな曲を聴く 
ことで思い出が呼び起こされ、懐かしさと同時に悲しい気持ちにもなる」という繊細な感情に溢れた 
名曲です。そしてまた木曜会シニアも、当時トランジスタ・ラジオから流れるこの曲をうっとりと聞 
いていました・・・。現在大活躍の合唱作曲家、信長貴富が編曲した、しゃれたアカペラでどうぞ。

♪涙をこえて/中村八大
　1969年に発表。かぜ耕士の作詞、中村八大の作曲で、ＮＨＫのヤング向け歌番組「ステージ101」で 
生まれたヒット曲です。昨年、木曜会定演反省会の席で、ある団員が「木曜会、もっと元気の出る歌 
を歌おうよ」と呼びかけました。「ヨーシ、次はヤッペス！」と選ばれたのがこの曲。宮古高校ヤン 
グの振り付け指導の下、当時ヤングだった木曜会シニアも腰を痛めない程度に頑張ります。

(解説:花舘充章)

(解説:川原田隆司)
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第4部 詩の思いを⾳楽にのせて�

　歌には歌詞があります。詩を音楽的に表現したものを「歌」と呼びます。詩から感じる世界を、音 
楽を伴うことでさらに豊かに表現しようとするのが歌です。それが複数声部で成っていれば、合唱と 
呼ばれます。 
　第４部では、作曲者が詩から得たインスピレーションを探り、私たちなりに解釈して実際に音にし 
て皆さんにお届けしようと取り組んできた合唱曲をお聴き頂きます。 
　いずれの楽曲も「合唱界」では有名な曲で、多くの合唱団で愛唱歌やレパートリーとして親しまれ 
ているものと思います。音にしたり覚えたりするにはそれほど難しい楽曲ではありません。しかし、 
作曲者の音楽像を楽譜から読み取ろうとすると、実にたくさんの情報が私たちの前に立ち表れ、それ 
を音にして表現するために相当の注意深さと集中力と丁寧さと声楽的な力量と…様々なものが要求さ 
れます。今回はそれらに正面から取り組み、慣れ親しまれているからこそ忘れられている、これらの 
楽曲のもつ良さ、素晴らしさをお伝えしたいと思っています。 

　冬を終えて温かみの増す「春」、子どもから大人に向かう人生の「春」。期待と不安と喜びと寂し 
さと様々な気持ちがない交ぜになった、谷川俊太郎の詩「春に」の言葉を、木下牧子が優しく時には 
激しく音楽で表わしました。旋律・和声・ピアノ伴奏の効果をご堪能下さい。

「ちびまるこちゃん」でおなじみのさくらももこの詩に、相澤直人が素敵な旋律をつけています。 
様々な版があるのですが、今回はピアノ伴奏つきの混声三部合唱の版で演奏します。今ここで生きて 
いることの、あたりまえだけれどとても大切なことを、心に染み入るシンプルな旋律にのせて伝えた 
いと思います。

　全７曲から成る「混声合唱のためのカンタータ　土の歌」の第１曲と終曲です。《大地讃頌》は大 
地の豊かさを讃える有名な合唱曲、歌ったことのある方も多いと思います。その発端となる第１曲 
は、農夫らの日々の生業であり祈りが歌われています。２曲だけの演奏ですが、大地への感謝の思い 
に満ちています。

　第３２回定期演奏会では無伴奏男声合唱で演奏した楽曲です。日本の合唱曲ではめずらしいパイプ 
オルガン伴奏そして混声四部合唱によって、三好達治による解き放たれた精神の世界が伸び伸びと表 
現されます。

　原詩はツエーザー・フライシュレンによるドイツ語で、作曲者である信長貴富自身が日本語に訳し 
たもの、それぞれの一部分が歌詞として使われています。ドイツ語による優しい励ましと日本語によ 
る力強いメッセージが繰り返されます。歌うことの素晴らしさをドラマチックな音楽で表現している 
楽曲。みなさんの心にメッセージが伝われば幸いです。

♪春に/木下牧子

♪ぜんぶ〜卒業式バージョン/相澤直人

♪「混声合唱のためのカンタータ　土の歌」より《第一楽章　農夫と土》《第7楽章　大地讃頌》/佐藤眞

♪「混声合唱とパイプオルガンのための　鷗」/木下牧子

♪くちびるに歌を -Hab' ein Lied auf den Lippen-/信長貴富

(解説:佐々木幹雄)
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Lyrics & Translation 歌詞と対訳

混声合唱のための唱歌メドレー『ふるさとの四季』

【故郷】
兎追いしかの⼭�
⼩鮒釣りしかの川�
夢は今もめぐりて�
忘れがたき故郷�
�
如何にいます⽗⺟�
恙なしや友がき�
⾬に⾵につけても�
思いいずる故郷�
�
こころざしをはたして�
いつの⽇にか帰らん�
⼭はあおき故郷�
⽔は清き故郷

【春の小川】
春の⼩川はさらさら⾏くよ�
岸のすみれやれんげの花に�
すがたやさしく⾊美しく�
咲けよ咲けよとささやきながら�
�
春の⼩川はさらさら⾏くよ�
蝦やめだかや⼩鮒の群に�
今⽇も⼀⽇ひなたでおよぎ�
遊べ遊べとささやきながら

【朧月夜】
菜の花畠に ⼊⽇薄れ�
⾒わたす⼭の端 霞ふかし�
春⾵そよふく 空を⾒れば�
⼣⽉かかりて におい淡し�
�
⾥わの⽕影も 森の⾊も�
⽥中の⼩道を たどる⼈も�
蛙のなくねも かねの⾳も�
さながら霞める 朧⽉夜

【鯉のぼり】
甍の波と雲の波�
重なる波の中空を�
橘かおる朝⾵に�
⾼く泳ぐや鯉のぼり�
�
開ける広き其の⼝に�
⾈をも呑まん様⾒えて�
ゆたかに振う尾鰭には�
物に動ぜぬ姿あり

【茶摘】
夏も近づく⼋⼗⼋夜�
野にも⼭にも若葉が茂る�
「あれに⾒えるは茶摘じゃないか�
 あかねだすきに菅の笠」�
�
⽇和つづきの今⽇此頃を�
⼼のどかに摘みつつ歌う�
「摘めよ摘め摘め摘まねばならぬ�
 摘まにゃ⽇本の茶にならぬ」

【夏は来ぬ】

うの花のにおう垣根に�
時⿃ 早もきなきて�
忍び⾳もらす 夏は来ぬ�
�
さみだれのそそぐ⼭⽥に�
早⼄⼥が 裳裾ぬらして�
⽟苗ううる 夏は来ぬ

【われは海の子】
我は海の⼦⽩浪の�
さわぐいそべの松原に�
煙たなびくとまやこそ�
我がなつかしき住家なれ�
�
⽣れてしおに浴して�
浪を⼦守の歌と聞き�
千⾥寄せくる海の気を�
吸いてわらべとなりにけり

【村祭】
村の鎮守の神様の�
今⽇はめでたい御祭⽇�
どんどんひゃらら どんひゃらら�
どんどんひゃらら どんひゃらら�
朝から聞こえる笛太⿎�
�
年も豊年満作で�
村は総出の⼤祭�
どんどんひゃらら どんひゃらら�
どんどんひゃらら どんひゃらら�
夜まで賑わう宮の森

【紅葉】
秋の⼣⽇に照る⼭紅葉�
濃いも薄いも数ある中に�
松をいろどる楓や蔦は�
⼭のふもとの裾模様�
�
渓の流れに散り浮く紅葉�
波にゆられて離れて寄って�
⾚や⻩⾊の⾊様々に�
⽔の上にも織る錦

【冬景色】
さ霧消ゆる湊江の�
⾈に⽩し朝の霜�
ただ⽔⿃の声はして�
いまだ覚めず岸の家�
�
烏啼きて⽊に⾼く�
⼈は畑に⻨を踏む�
げに⼩春⽇ののどけしや�
かえり咲きの花も⾒ゆ

【雪】
雪やこんこ霰やこんこ�
降っては降ってはずんずん積る�
⼭も野原も綿帽⼦かぶり�
枯⽊残らず花が咲く�
�
雪やこんこ霰やこんこ�
降っても降ってもまだ降りやまぬ�
⽝は喜び庭駈けまわり�
猫は⽕燵で丸くなる
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こおろぎは良い歌い手　El Grillo

El grillo buon cantore 

che tiene longo verso. 

Dalle beve grillo canta. 

Ma' non fa come gli altri uccelli, 

come li han cantato un poco. 

Van' de fatto in altro loco, 

sempre el grillo sta pur saldo 

Quando la maggior el caldo 

alhor canta sol per amore.

こおろぎは良い歌い⼿�

⻑い詩句を歌い切る�

酒を飲んでこおろぎは歌う�

けれど、こおろぎは⿃とは違う�

⿃は少し歌うと�

すぐにどこかへ⾏ってしまうが�

こおろぎはいつも耐え忍ぶ�

厳しい暑さの中でも�

こおろぎは愛あるがために歌うのだ

愛しのマトナ　Matona mia cara 

Matona mia cara, 

mi follere canzon, 

cantar sotto finestra, 

Lantze buon compagnon. 

Don don don, diri diri don don don don. 

 

Ti prego m'ascoltare, 

che mi cantar de bon, 

E mi ti foller bene, 

come greco e capon. 

Don don don, diri diri don don don don. 

 

Comandar alle cazze, 

cazzar, cazzar con le falcon, 

mi ti portar becazze, 

grasse come rognon. 

Don don don, diri diri don don don don. 

 

Si mi non saper dire, 

tante belle razon, 

Petrarcha mi non saper, 

ne fonte d'Helicon. 

Don don don, diri diri don don don don. 

 

Se ti mi foller bene, 

mi non esser poltron, 

mi bacciar tutta notte, ballar, 

ballar, ballar come monton, 

Don don don, diri diri don don don don.

愛しいおれのマドンナよ�

おれの歌を聞いとくれ�

窓辺で歌うこのおれは�

良い連れ合いだと思わねえか�

《ドンドンドン…（ギターの⾳）》�

�

どうか⽿を傾けちゃくれねえか�

上⼿く歌ってみせるからよ�

おれとあんたはぴったりなんだ�

ギリシャの酒と若鶏の料理みてえにさ�

 《ドンドンドン…》�

�

狩りに⾏けっちゅうなら�

鷹を連れて狩りまくってやるぜ�

あんたにヤマシギを獲ってくるんだ�

腎臓みたいに脂ぎったやつをな�

 《ドンドンドン…》�

�

おれは⼝下⼿だもんで�

上⼿いことはちっとも⾔えやしねえ�

ペトラルカなんざ知らねえし�

ヘリコンの泉だってさっぱりだ�

 《ドンドンドン…》�

�

あんたがおれと⼀緒になってくれるなら�

怠け者にゃならねえよ�

⼀晩中でも頑張ってやる�

⽺みてえに踊りまくってやるんだぜ�

 《ドンドンドン…》�
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インスブルックよ、さようなら　Innsbruck, ich muss dich lassen

Innsbruck, ich muss dich lassen, 

ich fahr dahin mein Strassen 

in fremde Land' dahin, 

mein Freud' ist mir genommen, 

die ich nit weiß bekommen, 

wo ich im Elend bin. 

 

Groß Leid muss ich jetzt tragen, 

das ich allein thu klagen 

dem liebsten Buhlen mein. 

Ach Lieb, nun lass mich Armen 

im Herzen dein Erbarmen 

daß ich muss dannen sien. 

 

Mein Trost ob allen Weiben! 

Dein thu ich ewig bleiben 

stets treu, der Ehren fromm. 

nun muss dich Gott bewahren, 

in aller Tugend sparen, 

bis daß ich wieder komm!

インスブルックよ、私は去らねばならぬ�

この道を⾏かねばならぬ�

⾒知らぬ国へ続くこの道を�

我が喜びは奪われ�

取り戻す術は知らぬ�

私にあるのはただ不幸のみ�

�

耐えきれぬこの⼤いなる悲しみを�

あなただけに打ち明けよう�

我が最愛の恋⼈よ�

ああ、愛しき⼈ 惨めな私を�

その情深き⼼で包みたまえ�

離れなければならぬこの⾝を�

�

我が慰めよ どんな⼥にも勝る君よ�

我が⾝は永久にあなたのもの�

常に誠実であれ 敬虔であれ�

あなたに神のご加護のあらんことを�

その⾝のすべての美徳が保たれんことを�

いつか私が帰るまで�

めでたし御身　Ave verum corpus  

Ave verum corpus natum de Maria Virgine. 

vere passum immolatum in cruce pro homine: 

cujus latus perforatum unda fluxit sanguine. 

Esto nobis praegustatum in mortis  examine. 

O dulcis, O pie, O Jesu fili Mariae. 

Miserere mei. Amen.

めでたし、処⼥マリアより⽣まれし真の御体�

⼈のため⼗字架の贄となり真に苦しまれた⽅�

貫かれた脇腹から⾎を流し給うた⽅�

我らの死の試練の時も知らせ給え�

美しき⽅ 優しき⽅ マリアの⼦イエスよ�

我を憐れみ給え アーメン�

聖とされし日　Dies Sanctificatus 

Dies sanctificatus illuxit nobis: 

Venite gentes, et adorate Dominum. 

Quia hodie descendit lux magna in terris. 

Haec dies quam fecit Dominus: 

Exultemus, et laetemur in ea.

聖とされし⽇、我らを照らし給いぬ�

来たれすべての⺠よ、神を讃えよ�

今⽇、⼤いなる光が地に降り注ぎ給いぬ�

この⽇こそ、主の創り給いし⽇なり�

歓喜せよ、そしてこの⽇を楽しまん
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時代　

今はこんなに悲しくて�
涙も涸れ果ててもう⼆度と笑顔には�
なれそうもないけど�
�
そんな時代もあったねと�
いつか話せる⽇が来るわ�
あんな時代もあったねと�
きっと笑って話せるわ�
だから今⽇はくよくよしないで�
今⽇の⾵に吹かれましょう�
まわるまわるよ 時代はまわる�
喜び悲しみ繰り返し�
今⽇は別れた恋⼈たちも�
⽣まれ変わって巡り会うよ�
�
旅を続ける⼈々は�
いつか故郷に出逢う⽇を�
たとえ今夜は倒れても�
きっと信じてドアを出る�
たとえ今⽇は果てしもなく�
冷たい⾬が降っていても�
めぐるめぐるよ 時代はめぐる�
別れと出逢いを繰り返し�
今⽇は倒れた旅⼈たちも�
⽣まれ変わって歩き出すよ�
�
まわるまわるよ 時代はまわる�
別れと出逢いを繰り返し�
今⽇は倒れた旅⼈たちも�
⽣まれ変わって歩き出すよ�

おもちゃのチャチャチャ 

おもちゃの チャチャチャ�
おもちゃの チャチャチャ�
チャチャチャ�
おもちゃの チャチャチャ�
�
そらにきらきら おほしさま�
みんなスヤスヤ ねむるころ�
おもちゃは はこを とびだして�
おどる おもちゃの チャチャチャ�
�
なまりの へいたい トテチテタ�
ラッパならして こんばんは�
フランス⼈形 すてきでしょう�
花の ドレスで チャチャチャ�
�
きょうはおもちゃの おまつりだ�
みんなたのしく うたいましょう�
こひつじメエメエ こねこはニャー�
こぶたブースカ チャチャチャ�
�
そらに さよなら おほしさま�
まどに おひさま てらすころ�
おもちゃは かえる おもちゃばこ�
そして ねむるよ チャチャチャ�

涙をこえて

⼼のなかであしたがあかるくひかる�
かげりを知らぬ 若い⼼の中で�
この世で たった⼀度�
めぐりあえるあした �
それを信じて�
�
涙をこえてゆこう �
なくした過去になくよりは�
涙をこえてゆこう �
輝くあした⾒つめて�
�
あしたに続くあしたもあかるいでしょう�
こんなに胸がはずむ ふくれた夢で�
なにかが⼼さそう たのしいことが�
あしたきっとありそう�
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Yesterday Once More

若かった頃、ラジオを聞いていたの�
⼤好きな歌を待ちながら�
その曲が流れたらひとりで歌って�
笑顔になれたの�
�
とても幸せなひととき�
そんなに昔のことじゃないのに�
どこへ⾏ってしまったのかしら�
でもね、帰ってきたのよ�
ずっと会ってなかった友達みたいに�
私の愛していた歌が、ぜんぶ�
�
どの「シャラララ」も�
どの「ウォウウォウ」も輝いているの�
どの「シンガリンガリング」も�
歌い始めたらとっても素敵�
�
あの場⾯にさしかかると�
そう、彼が彼⼥の⼼を傷つけるところ�
あのときみたいに泣いてしまうの�
つい昨⽇のことのように�
�
振り返ってみれば�
歳⽉は過ぎ去っていて�
昔の楽しかった頃が�
今⽇の私をいっそう悲しくさせる�
あまりに変わりすぎたのよ�
�
ラブソングだったわね�
あのとき私が歌っていたのは�
⾔葉のひとつひとつを覚えていたわ�
あの古いメロディが�
今でも優しく響いてくるの�
過ぎ去った時を溶かすかのように�
�
どの「シャラララ」も�
どの「ウォウウォウ」も輝いているの�
どの「シンガリンガリング」も�
歌い始めたらとっても素敵�
�
すべての思い出たちが�
鮮やかによみがえってくるの�
私を泣かせるものだってあるわ�
まるで前みたいに�
そう、昨⽇が繰り返すかのように�

When I was young I'd listen to the radio 
Waitin' for my favorite songs 
When they played I'd sing along, 
It made me smile. 
 
Those were such happy times 
And not so long ago 
How I wondered where they'd gone 
But they're back again 
Just like a long lost friend 
All the songs I loved so well. 
 
Every Sha-la-la-la 
Every Wo-o-wo-o, still shines 
Every shing-a-ling-a-ling 
That they're startin' to sing's, so fine. 
 
When they get to the part 
Where he's breakin' her heart 
It can really make me cry just like before 
It's yesterday once more. 
 
Lookin' back on how it was 
In years gone by 
And the good times that I had 
Makes today seem rather sad 
So much has changed. 
 
It was songs of love that 
I would sing to then 
And I'd memorize each word 
Those old melodies 
Still sound so good to me 
As they melt the years away. 
 
Every Sha-la-la-la 
Every Wo-o-wo-o, still shines 
Every shing-a-ling-a-ling 
That they're startin' to sing's, so fine. 
 
All my best memories 
Come back clearly to me 
Some can even make me cry. 
Just like before 
It's yesterday once more.
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春に

この気もちはなんだろう�

⽬に⾒えないエネルギーの流れが�

⼤地からあしのうらを伝わって�

ぼくの腹へ胸へそうしてのどへ�

声にならないさけびとなってこみあげる�

この気もちはなんだろう�

枝の先のふくらんだ新芽が⼼をつつく�

よろこびだ しかしかなしみでもある�

いらだちだ しかもやすらぎがある�

あこがれだ そしていかりがかくれている�

⼼のダムにせきとめられ�

よどみ渦まきせめぎあい�

いまあふれようとする�

この気もちはなんだろう�

あの空のあの⻘に⼿をひたしたい�

まだ会ったことのないすべての⼈と�

会ってみたい話してみたい�

あしたとあさってが⼀度にくるといい�

ぼくはもどかしい�

地平線のかなたへと歩きつづけたい�

そのくせこの草の上でじっとしていたい�

（⼤声でだれかを呼びたい�

 そのくせひとりで黙っていたい）�

この気もちはなんだろう

ぜんぶ

⼤切なことは�

ぜんぶここにある�

泣くこと 笑うこと�

怒ること 喜ぶこと�

あたりまえの気持ちは�

あたりまえのものとして�

そのまま 今ここにある�

（もうどこへも⾏かなくても�

 なんにもしなくても�

 どこへ⾏っても�

 なにをしても）�

ぜんぶそのままだ

農夫と土

耕して�種を撒く⼟�

⼈みなのいのちの糧を�

創り出す⼟�

 耕して種を撒くもの�

 農夫らの楽しみの種⼦�

 悲しみの種⼦�

  ともかくも種⼦がいのちだ�

  朝 星を⾒て 野良に出る�

  働いて 額に汗して�

  ⼣星を⾒て帰るのだ�

種⼦をはぐくむ⼟こそは�

種⼦をまく者の 夢だ望みだ�

そして祈りだ�

�

花さき みのる 毎年の�

約束の不思議さよ

⺟なる⼤地のふところに�

われら⼈の⼦の喜びはある�

⼤地を愛せよ�

⼤地に⽣きる⼈の⼦ら�

その⽴つ⼟に感謝せよ�

平和な⼤地を�

静かな⼤地を�

⼤地をほめよ たたえよ⼟を�

恩寵の豊かな⼤地�

我ら⼈の⼦の�

⼤地をほめよ�

たたえよ ⼟を�

⺟なる⼤地を�

たたえよ ほめよ�

たたえよ⼟を�

⺟なる⼤地を ああ�

たたえよ⼤地を ああ

大地讃頌

谷川俊太郎

さくらももこ

大木惇夫

大木惇夫

＊括弧部分は作曲に際し省略
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くちびるに歌を

Hab' ein Lied auf den Lippen 

mit fröhlichem Klang, 

und macht auch des Alltags 

Gedränge dich bang! 

hab' ein Lied auf den Lippen, 

dann komme, was mag! 

Das hilft dir verwinden 

den einsamsten Tag!

くちびるに歌を持て�

⼼に太陽を持て�

ひとのためにも⾔葉を持て�

そしてこう語りかけよう―�

嵐が吹こうと�

吹雪が来ようと�

地上が争いに満たされようと�

くちびるに歌を持て�

⼼に太陽を持て�

ひとのためにも⾔葉を持て

つひに⾃由は彼らのものだ�

彼ら空で恋をして�

雲を彼らの臥所とする�

つひに⾃由は彼らのものだ�

�

つひに⾃由は彼らのものだ�

太陽を東の壁にかけ�

海が夜明けの⾷堂だ�

つひに⾃由は彼らのものだ�

�

つひに⾃由は彼らのものだ�

太陽を⻄の窓にかけ�

海が⽇暮れの舞踏室だ�

つひに⾃由は彼らのものだ�

�

ついに⾃由は彼らのものだ�

彼ら⾃⾝が彼らの故郷�

彼ら⾃⾝が彼らの墳墓�

ついに⾃由は彼らのものだ�

�

つひに⾃由は彼らのものだ�

⼀つの星をすみかとし�

⼀つの⾔葉でことたりる�

つひに⾃由は彼らのものだ�

�

つひに⾃由は彼らのものだ�

朝やけを朝の歌とし�

⼣やけを⼣べの歌とす�

つひに⾃由は彼らのものだ

鷗 -Hab' ein Lied auf den Lippen- 三好達治

歌詞構成・訳:信長貴富

（Hab' Sonnne im Herzen(心に太陽を)より）

＊作曲の都合上一部変更があります

12



MEMBER 合唱参加者

宮古木曜会合唱団
Soprano 佐藤由梨 ⼤久保秀⼦ 富樫亮⼦ 芳賀志津⼦ 吉⽥真弥⼦�

⼤⽯敦⼦ ＊⼤⻄和⼦(札幌市)

Alto ⼩林弘江 ⻫藤絹⼦ ⾼岩厚⼦ 中村登志江 武藤歩⼦�

古舘陽⼦ 伊藤実知⼦

Tenore 川原⽥隆司 ⽥澤佑亮 ＊千葉⾏有(⽮⼱町) ＊沼⽥圭⼀(盛岡市)�

＊及川翔平(盛岡市)

Bass 内村義博 ⽊村茂男 花舘充章 武藤秀郷 ＊東海林隆幹(盛岡市)

宮古高等学校音楽部

＊団友

Soprano ⿊坂杏奈 舘洞早希 中坪美優 北村⿇実 鎌⽥恵美 藤原美友�

⼭⼝美結 ⼭崎優美 漆沢好美 

Alto 三⽥地咲紀 佐々⽊いずみ 伊藤温 齋藤晴⾹ 吉⽔琴乃 �

井⼝美命

Announcement ⽥澤紗綾 Stage Manager ⾼⽟智晴

早春賦

春は名のみの⾵の寒さや�

⾕の鶯 歌は思えど�

時にあらずと声も⽴てず�

時にあらずと声も⽴てず

雪解け去り葦は⾓ぐむ�

さては時ぞと思うあやにく�

今⽇も昨⽇も�雪の空�

今⽇も昨⽇も�雪の空

春と聞かねば知らでありしを�

聞けば急かるる胸の思いを�

いかにせよとのこの頃か�

いかにせよとのこの頃か

作詞:吉丸⼀昌 作曲:中⽥章
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Supports 協賛

アトム動物病院�

伊東産婦⼈科医院�

岩間⽿⿐咽喉科医院  �

うみねこ鍼灸接⾻院�

おおうち消化器内科クリニック�

⼤坂建設(株)（⼆⼝）�

奥脳神経外科クリニック�

(株)⼤越電気�

川原⽥⼩児科医院（⼆⼝） �

グループホーム樫内�

(資)健康堂薬局�

(株)⼩成こなりミュージック�

後藤医院(⼭⽥町)�

(株)坂庄�saku�saku�

佐藤雅夫クリニック�

三陸病院�

(有)摂待⽣花店�

select�shop林檎堂�

(株)⾼岩本店�

とがし家畜診療所（⼆⼝）�

豊島医院�

トヨタカローラ岩⼿株式会社宮古店 �

豊間根⾏政書⼠事務所�

ドール洋菓⼦店�

中屋⽯油(株) �

(有)⻄野屋�

ネッツトヨタ岩⼿株式会社宮古店�

林整形外科内科医院�

美容室じゃマール�

フラワーショップ花ことば�

(有)真崎タクシー�

丸光商事(株)�

みつこ美容室�

(株)メイト

⼀般社団法⼈Harmony�for�Japan

ありがとうございました！ 
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Invitation 団員募集

宮古⽊曜会合唱団では、団員を募集しています。�

年齢、合唱経験を問わず歓迎いたします。�

⼀緒に合唱を楽しみませんか？ �

いつでもお気軽に⾒学においでください。

練習⽇時: 毎週⽊曜⽇ 19:00∼21:00�

練習会場: ⼭⼝公⺠館�

会費: ⽉2000円�

連絡先: 0193-87-3099（富樫）


