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慶應義塾大学混声合唱団楽友会 

第 60 回定期演奏会・アンケート集計結果 
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１．概要 

・回収枚数：247 枚 

・回収率：32.89% 

cf.来場者数：751 名、内チケット交換による来場者：89 名（超過分除く） 

※チケット交換…合唱団が（双務的に）自団の団員を締結先の合唱団の演奏会へ

規定数鑑賞人員を送る制度。チケ交。 

・平均年齢：24.67 歳 

・性別：男…122 名、女…123 名、無回答…2 名 

・学生（内数：塾生）：197 名（32） 

・合唱経験：有…185 名、無…50 名、無回答…12 名 

・住所：杉並区内…11 名、同区外…214 名、無回答…22 名 

※回収するアンケートはどうしてもチケ交による来場者の提出率が高くなるた

めサンプルに偏り（チケ交率が約 3 倍の濃度）があるデータということを踏まえ

てご覧ください。 

 

２．来場合唱団 

【チケ交】※（回収枚数／締結数） 

・青山学院大学グリーンハーモニー合唱団（10／6） 

・大妻女子大学合唱団（2／2） 

・慶應義塾大学理工学部＆国立音楽大学混声合唱団コールマイヤー（7／7） 

・埼玉大学合唱団（2／3） 

・上智大学混声合唱団アマデウスコール（3／3） 

・白百合女子大学グリークラブ（4／3） 

・成城大学合唱団（7／8） 

・大正大学音楽部混声合唱団（2／3） 

・中央大学混声合唱団こだま会（7／7） 

・東京外国語大学混声合唱団コールソレイユ（7／7） 

・東京大学白ばら会合唱団（10／10） 

・東洋大学白山グリークラブ（2／4） 

・日本大学合唱団（3／3） 

・法政大学アカデミー合唱団（5／5） 

・明治大学混声合唱団（7／5） 

・明治大学混声合唱団さわらびコール（10／10） 

・立教大学グリークラブ女声合唱団（5／3） 

・立教大学グリークラブ男声合唱団（6／5） 

【非チケ交（関係他団）】※（回収枚数） 

・宇都宮大学混声合唱団（6） 

・千葉大学合唱団（29） 

・山梨大学合唱団（1） 

・横浜市立大学混声合唱団（13） 

※今回の定演でチケ交を締結していない東京大学柏葉会合唱団と早稲田大学混

声合唱団からの来場者は回収したアンケートを見る限りありませんでした。他の

六連３団に関してはチケ交の箇所参照。 

 

３．Q＆A 

【Ⅰ】本日の演奏会をどのようにしてお知りになりましたか？（複数回答可） 
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・団員から：98 名 

・楽友三田会関係：6 名 

・杉並三田会関係：2 名 

・東久留米三田会関係：2 名 

・栗友会関係：38 名 

・招待状：11 名 

・チケット交換：99 名 

・チラシを見て：9 名 

・訪問宣伝：2 名 

・インターネット：5 名 

・その他：（練習伴奏者からの紹介、三田キャンパス内のチラシを見て、六連定

演、六連各団訪問練、演出家からの紹介）：5 名 

 

【Ⅱ】本日の各ステージについて感想をお聞かせください。 

基本的にコメントは誤字・脱字等と思われる箇所も原文を尊重して修正していま

せん。所属合唱団名等については略称で掲載しています。 

 

（ⅰ）1st stage：「Take Him, Earth, for Cherishing」 

・透明感の中にも厳粛な空気が感じられ、和音が清らかでした。弱音のロングト

ーンの緊張感がすごい…！（25 歳・女・デザイナー見習い・楽友会 OG） 

・美しいハーモニーでした。（23 歳・女・商社・楽友会 OG） 

・大変そうでした。（23 歳・男・塾生・元楽友会団員） 

・とてもキレイでした。（22 歳・男・塾生・松原混声合唱団） 

・安心して聴いていられる演奏でした。ハーモニーの感覚が良いですね。（28 歳・

男・村松フルート製作所・名前のない合唱団・絹の道合唱団・益良男グリー・混

声合唱団アミーゴ） 

・心にしみる美しい演奏でした。（70 歳・男・杉並区民） 

・ハーモニーがとてもきれいでした。ただ、合わないときはすごく汚く聞こえま

した。難しい曲でしたね。（18 歳・女・塾生） 

・きれいでした。ユニゾンでひきこまれます（20 歳・女・成城大合唱団） 

・難しい曲、英語の言葉が曲と合わない気がする（55 歳・男・会社員） 

・音まとまっていて美しいです。Bass の支えがあれば良かったかと。（23 歳・

男・早大院生・大久保混声合唱団） 

・ユニゾンがきれいで、圧倒されました。和音が一瞬不安定になって解決すると

きの安定感？安心感？がとても良かったです。（22 歳・女・一橋大生） 

・ch の子音とかがよく聞こえていました！！響きがとてもキレイでステキでし

た。（19 歳・女・成城大合唱団） 

・ハーモニーがきれいです。（22 歳・男・成城大合唱団） 

・素晴らしい演奏でした。音程にミスがないのも勿論、和音のつくり、響き、ア

ーティキレーション、すべて良かったと思う。強いて言うならば、出だし出だし

の子音のタイミングがパートごとに違っていたという程度で、しかも殆ど気づか

ないレベル。（20 歳・男・成城大合唱団） 

・いい曲だったと思います。歌詞の意味が分からないのが残念。歌詞カードでも

うけていただけると嬉しかったです。（17 歳・男・都立国立高校音楽部・杉並

区民） 

・大切な会員の方が亡くなられたこと、心よりお見舞い申し上げます。その方に

対して心の籠った素晴らしいレクイエムであったと思います。（青学大 GH） 

・最後ベースが頑張っていた。きれいでした。（19 歳・男・青学大 GH） 

・キレイにまとまった演奏だと思いました。もっと子音の「量」以外の差がつけ

ば、よりメリハリがつくというか、外国語らしくなる気がします。（21 歳・男・

青学大 GH） 

・前回、前々回の演奏よりもずっと洗練されていて素晴らしかったです。（47

歳・女） 

・マリスステラの時とは全然違ってパワーアップしていました。一言一言がとて

も丁寧で詞の意味を感じさせる良い演奏だったと思います。最後の一音のハーモ

ニーがすーっと消えていくところが素敵で、祈りが込められていました！（21

歳・女・横市大混声） 

・祈りの音楽が栗山先生の指揮により引き出されていて、とても良かったです。

ソプラノとバスが良かったです。（19 歳・男・横市大混声・奏） 

・和音がきれいに響いて格好良かったです（22 歳・男・東大白ばら会） 
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・曲の持つ荘厳さがよく伝わってきた。場面ごとに雰囲気がガラッと変わり、魅

せるステージだった（21 歳・男・東大白ばら会） 

・聞けませんでした…（52 歳・男・公務員・栗友会「響」） 

・とても奇麗だった。（19 歳・男・首都大東京生） 

・生で聴きごごちが良かった。（20 歳・男・東洋大生） 

・ハーモニーがきれいで、バランスが良かったです。あと、アルトの低音がステ

キでした♡言葉はもう少し立てて言った方がいいかなと思いました。（20 歳・

女・明治大混声） 

・四声のハーモニーがとても響いていて良かったです。特に最後のバスの低音は

しっかり鳴っていてすごかったです。曲の雰囲気とハーモニーが合っていて良か

ったです。（20 歳・女・明治大混声） 

・良かったです。（45 歳・女） 

・男女のバランスが良くて、すてきな響きでした☆☆（21 歳・女・宇都宮大混

声） 

・ハーモニーがきれいでした！！（19 歳・女・日本大生・Voces Fidelis・杉

並区民） 

・気合が入っているのがわかりました。難しそうな曲でしたが、和音がきれいで

した。（19 歳・女・白梅学園大生・Voces Fidelis・杉並区民） 

・ソプラノの軽やかさが素敵でした。またアルトは落ち着いているのに優しくて、

バランスのとれた声量だなと思いました。各パートの動きがはっきりと見えるの

に、それが絡み合ったハーモニーをよんでいてとても聞きごたえがありました。

（19 歳・女・明治混声さわらび） 

・素敵なハーモニーで聞いていて心地よかったです。アルトの安定感いいなーと

思いました。（21 歳・女・明治大混声さわらび） 

・曲の面白い感じが出ていたと思う。（20 歳・男・明治混声さわらび） 

・きれいなハーモニーも不安定なハーモニーもしっかり息が合っていて本当にか

っこ良かったです！（22 歳・女・明治大混声さわらび） 

・すごかったです。響きがきれいでした。（22 歳・女・宇都宮大混声） 

・運命の歌級（20 歳・男・塾生） 

・良かったと思います。明混が苦手としそうなポイントをしっかり歌えていて、

やはり六連で一緒に歌う際に頼もしい存在だと感じました。（22 歳・男・明治

大混声） 

・入りが弱い気がしました。ハーモニーはきれいでした。（21 歳・男・明治大

混声） 

・心地よい心安らぐレクイエムでした。しかし、言葉がよく伝わってこず、歌詞

を見ながらになってしまいました。なじみ深い英語であるならもう少し伝えられ

ると良いと思います。（20 歳・男・中央大こだま会） 

・六連定演よりさらにレベルアップしたハーモニーを聞くことが出来ました。曲

調の変化のメリハリが効いていて引き込まれてしまいそうでした。課題としては

外国語を喋るような発音を身に付けることが挙げられます。その分、他のステー

ジの日本語はとても聞きやすいです。（21 歳・男・明治大混声） 

・ハーモニーがとてもきれいでした。アカペラでも重厚感があり、聴き応えがあ

りました。（22 歳・女・明治大混声） 

・曲が一度切れた後の入りが数回ありましたが、どれも表情を使い分けられてい

るのが凄いと思いました。（21 歳・男・中央大こだま会） 

・曲の表情はよく聞こえてきて感動的でした。（19 歳・男・千葉大合唱団） 

・荘厳なメロディーが素直でした。（19 歳・女・千葉大合唱団） 

・強い祈りを感じました。１、２ステ共に言葉が非常に明瞭で聴き取れない単語

が一つもなかったです。心地よいサウンドでした。（22 歳・男・千葉大合唱団

ベースパートリーダー） 

・音色が美しい。あまり聞き慣れない和音が多かったが、美しくホールをつつん

でいました。（20 歳・男・千葉大合唱団） 

・感動（19 歳・男・千葉大学合唱団） 

・美しかったです。（20 歳・男・千葉大合唱団） 

・曲の良さを十分引き出した素晴らしい演奏でした！（23 歳・男・千葉大学合

唱団・響・Kuukai） 

・まずパートごとの声がそろっていてとても美しかったです。全パートでのハー

モニーも素晴らしく、ずっと聴いていたいと思いました。（19 歳・女・千葉大

合唱団・青い鳥） 



 4 

・顔が歌っていて、音楽が皆の体に入っているんだなぁって思いました。（22

歳・女・千葉大合唱団） 

・ドイツ語って迫力あるなと思いました。杉浦さんの笑顔が見たかったです。（22

歳・男・塾生・落語研究会） 

・きけませんでした。（18 歳・男・千葉大合唱団） 

・音に厚みがあって、よかったと思いました。（19 歳・女・千葉大合唱団） 

・長く伸ばす所で音が下がっていなかったすごい。見習いたい。お客さんがたく

さん入っていて、努力の結果を見たように思います。（19 歳・女・千葉大合唱

団） 

・この調！とはっきりしておらず、慣れにくそうな曲だなと思った。フレーズの

終え方が素敵だった。（19 歳・女・千葉大合唱団） 

・歌詞の内容が伝わってくるようでした。祈りを感じました。（20 歳・女・千

葉大合唱団） 

・とても素晴らしかったです。伝えたい気持ち（？）のようなものが、伝わって

くる気がしました。（21 歳・女・千葉大合唱団） 

・音の強弱がしっかりしと表現できていて見事でした。アカペラで全パートで纏

まることができていて凄いと思います。男声低い音だと少しつぶれて動きがわか

りにくくなるかもです。（21 歳・男・塾生・慶大＆日本女子大コールメロディ

オン） 

・すてきでした。（21 歳・女・学生） 

・ステキなハーモニーでした。所々言葉が聴き取りづらい所もありましたが、全

体として素晴らしかったと思います。（21 歳・男・明治大混声さわらび） 

・大変な難曲ですね。綺麗に歌われていてすごい！（21 歳・女・宇都宮大混声） 

・混六でもやってました…よね？あの時よりも完成度があがっている印象。譜持

ちとはいえ楽譜をガン見する人もいなかったので良かった。それだけ余裕があれ

ば、指揮者をガン見しなくても良かったかなとは思います。それだけ気になりま

した。英語の発音はさすがといった上手さでした。（20 歳・男・明治大グリー） 

・いいですね。よく分からないけどいいですね。隣の人が「ソプラノいいね」と

五月蝿いです。（21 歳・男・東京学芸大生） 

・後半、男性の響きが豊かで落ち着きました。（20 歳・女・大妻女子大合唱団） 

・透き通るような歌声で、吸い込まれるようでした。（20 歳・女・塾生・ワグネ

ル女声） 

・女声の声がとてもひびいていてきれいでした。ハーモニーがきれいでした。（20

歳・女・埼玉大合唱団） 

・各パートが響きあっていてとても良かったです。（19 歳・男・埼玉大合唱団） 

・かっこよかったです。（21 歳・男・東大白ばら会） 

・安定した美しい歌声におもわず聞き惚れてしまいました。とくにソプラノの透

明感が素敵でした。（20 歳・女・お茶の水女子大生・東大白ばら会） 

・深い響きで全員がひとつになっているようでとても良かったです。美しい響き

でした！（21 歳・女・お茶の水女子大生・東大白ばら会） 

・最後の和音が良かった。「レクイエム」というテーマが分かる歌い方に感じた。

（19 歳・男・東大白ばら会） 

・パンフレットの曲についての説明をみなくても追悼の歌だとわかるほど、歌っ

ているみなさんの気持ちが伝わってきました。（19 歳・女・お茶の水女子大生・

東大白ばら会） 

・英語詩が美しく、曲の世界観がよく表現されていたと思います。（20 歳・男・

東大白ばら会） 

・1 曲の中に抑揚が非常についていて、緊張と開放のバランスがよく感じました。

（21 歳・男・東大白ばら会） 

・きれいでした。メリや、切る部分をもっと揃えられるといいなと思いました。

（20 歳・女・日本大合唱団） 

・1 つ 1 つのパートで個性のある歌声に聞こえました。パートごとの一体感がす

ばらしいので全体で共有出来たらもっといいと思います。（22 歳・男・日本大

合唱団） 

・長い曲を集中して歌っていたと思います。（20 歳・女・日本大合唱団） 

・アルトパートソロがかっこ良かったです。音のぶつかりを上手く表現されてい

て感動しました。ベースが若干他のパートに飲み込まれていたのが惜しかったで

す。（20 歳・女・中央大こだま会） 

・ケネディのためのレクイエムというのが面白かったです。温かく包み込むよう

な演奏に心癒されました。（20 歳・男・上智大アマデウスコール） 
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・各パートごとにきちんと声がまとまっていて、それが 4 パート絡まりあいなが

らきれいな響きが立ち昇ってきていて、とても心やすまる気がしました。レクイ

エムの雰囲気がよく出ていたと思います。（20 歳・女・上智大アマデウスコー

ル） 

・パート内の音がそろっていて良かった。アカペラらしくそろっていて良かった。

アカペラらしく、余音が楽しめて、休符のとり方が勉強になった。（21 歳・女・

上智大アマデウスコール） 

・“追悼”がきちんと伝わってくる演奏で、雰囲気が合ってよかった。4 パート

の声量バランスがよく、聴いていて心地よい演奏だった。ただ、入りのタイミン

グが少しずれているところがあった（？）のが残念だったと思う。（19 歳・女・

東京外大コールソレイユ） 

・団員数が多いにも関わらず各人の動きがそろっていたのが凄いともいます。私

の所属する団は人が少ないので数が多いのが羨ましいです。母音が日本語のもの

だったことぐらいしか書くことが思いつきません。本当に良いステージでした。

（20 歳・男・東京外大コールソレイユ） 

・ソプラノと他のパートで音量のバランスがもっと良いと思いました。ソプが大

きすぎる、あるいは他のパートが小さすぎる気がします。曲の問題なのかもしれ

ませんが、もっとすっきりと聞こえると良いです。あまりよく分かりません。ご

めんなさい。音量の変化がすごく良いと思いました。（20 歳・男・東京外大コ

ールソレイユ） 

・きれいな響きでした。パートごとにまとめられていた響きが美しく、曲調やホ

ールの響きによく合っていたと思います。（19 歳・女・東京外大コールソレイ

ユ） 

・低い音が良く鳴っていた。（19 歳・男・東京外大コールソレイユ） 

・ソプラノのメロディーに和声感が無く、ベース不安定で全パートリズム感にば

らつきがあったため、ハウエルズの細部にこだわった音楽がいまいち見えてきま

せんでした。（21 歳・男・東京外大コールソレイユ） 

・母音が英語っぽくなかったのが少し気になりましたが、ひびきはとてもきれい

でした。（20 歳・女・東京外大コールソレイユ） 

・和声に厚みがあり、祈りというよりやさしさを感じました。（21 歳・男・塾

生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・美しかったです！（19 歳・男・塾生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・この曲、独特の和音がキレイでした。キレイな中でも不思議な感じがしました。

（19 歳・女・国立音大・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・声がキレイです。アルト、会場の響きを利用して歌うとより良いと思います。

（18 歳・女・国立音大・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・4 声がしっかり聞きあえていたと思います。音程が良かったです。（18 歳・女・

国立音大・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・とても不思議で神秘的な雰囲気で声もまとまっていたと思います。（21 歳・女・

学生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・全体の声がよくまとまっていたと思います。（20 歳・男・塾生・慶大理工＆国

立音大コールマイヤー） 

・死者の為のレクイエムとして、大変説得力ある表現でした。（22 歳・男・山梨

大合唱団） 

・とても丁寧に作られている印象でした。マリスで聞いた時より、完成度が上が

っていると思いました。団員が多いので、ごまかしが効く分、音がぼやけ易いも

のですが、しっかりと練習されているので、しっかりと聞こえました。（20 歳・

男・横市大混声・樹の会「かなみ・ゆうか・Nekko」） 

・ちょっと発音が日本語っぽかったが圧倒的な演奏だった。（23 歳・男・横市大

混声） 

・とてもきれいでした。素敵です。栗山先生すごいです。（19 歳・女・横市大混

声） 

・お亡くなりになった方へのご冥福を心よりお祈り申し上げます。（22 歳・男・

横市大混声） 

・高音がきれいに響いていてよかったです。（21 歳・女・横市大混声） 

・祈りの中に複雑な和音がきこえてとても祈るような気持ちになりました。（22

歳・女・横市大混声） 

・始終どこかミステリアスな旋律に心惹かれました。そして何より印象に残って

いるのは一番最後の音です。ぷつりときえるのではなく、空気に溶け込んでゆく
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かのような美しい消え方でした。（21 歳・女・大妻女子大合唱団） 

・かなりの難曲でしょう。上手に仕上がり、歌えていいなと思いました。（69 歳・

男・楽友三田会合唱団） 

・すばらしい（４６歳・男・楽友会 OB） 

・ハーモニーがとてもきれい。声のバランスも良く、雰囲気が出ていました。（６

４歳・女・楽友三田会合唱団） 

・難曲よくこなされて、感心しました。やわらかいハーモニー、pp…がとても

きれいでした。メッセージがよく伝わって来ました。（70 歳・男・楽友三田会

合唱団） 

・鳥肌が立ちましたー☆☆すごく繊細でキレイでした！！終わり方ヤバかったで

す！！楽器みたいでした！！（20 歳・女・塾生） 

・無伴奏の演奏でしたが音程がぶれることなくステキな音色でした。強弱の表現

も素晴らしかったです。（45 歳・女） 

・残音感がすばらしい。（21 歳・女・北里大生・ICU 混声） 

・ハーモニーが良く聴こえてキレイでした。男声は人数もあるかと思いますが安

定していて良かったです。どのパートも持続音がなめらかでした。（22 歳・女・

中央大こだま会） 

・ススキ原のよう（50 歳・男・会社員） 

・響きがとてもキレイでした！（21 歳・女・青学大 GH） 

・長い曲なので、集中力保って歌うの大変だろうなぁ…と思います。凄いですね。

ハーモニーとしては良いのですが、子音があまり飛んでいなくて歌詞が良く聴こ

えなかったのが残念です。（21 歳・女・青学大 GH） 

・楽しく聴かせていただきました（20 歳・男・東洋大白山グリー） 

・音量の小さい曲で、ゆったりとした曲調で難しかったと思いますが、きれいな

和音になっていたと思います。（19 歳・男・東洋大白山グリー） 

・声のそろいが素晴らしく美しいハーモニーでした。（好みのレベルなんでスル

ーして下さい。→）個人的には「s 子音」はたてすぎない方がいいかなと思いま

した。（22 歳・男・中央大こだま会） 

・とても綺麗なハーモニーでした！曲の盛り上がる部分はわあっと盛り上がって

いて良かったです。（20 歳・女・青学大 GH） 

・どのパートも響きが高く雑味のない音でした。最後の余韻の残る響かせ方がと

てもきれいでした。（20 歳・男・大正大合唱団） 

・あまりアルトが子音など飛んでいる団体は聞いたことがないが（大体はソプラ

ノが強い）、とても美しい旋律で良かった。アルトが一番安定しているように感

じた。又余韻がブレなく、倍音？がなっていて「オオッ！」と思いました。（22

歳・男・大正大合唱団） 

・始めの曲にも関わらず最初から美しい音で、良い意味で特徴のないきれいな声

でした。（23 歳・男・明治大混声さわらび） 

・日本語でないのに聞き取り易く、また全員の声が良くそろっていてきれいだっ

た。（20 歳・男・明治大混声さわらび） 

・とてもきれいでした。外国語の曲は歌詞が分かりにくい分、どう伝えるのかが

とても大変だと思いますが、表現がとても伝わってきてすごいなと思いました。

（21 歳・女・法政大アカデミー） 

・発語がきれいで良かったです。1 ステージ目から表情も柔かく落ち着いて聴け

ました。（法政大アカデミー） 

・ベース側で拝聴していたのですが声の混ざり方がとてもキレイでした。高声の

出るところもきれいに聞こえました。（19 歳・女・法政大アカデミー） 

・あたたかいレクイエムだな、と思った。大人数だけどみんな同じ方向に気持ち

を持っているように感じた。ステキ。（22 歳・女・千葉大合唱団） 

・最初からクライマックス！！て感じで盛り上がりました。（18 歳・女・千葉

大合唱団） 

・心がこもっていてとてもよかったと思います。（22 歳・男・千葉大合唱団） 

・栗山先生の指揮に応えていてすごかったです。（19 歳・男・千葉大合唱団） 

・よかった（21 歳・男） 

・とても迫力のある演奏でした。プログラムの文章を合わせて聞くと、更に感動

的でした。素晴らしかったです！！（20 歳・女・立教大グリー） 

・ベースからソプラノまで声が一つにまとまっていて良かったです。英語がもう

少しカタカナっぽくないともっと良いと思いました。（20 歳・女・立教大グリ

ー） 
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・全体として安定感のあるハーモニーで聴き応えがありました。ソプラノが高音

でもう少し柔かい発声だとさらに良いと思います。（19 歳・女・立教大グリー） 

・和音がとても重厚感が合って素敵でした…！！（特にアルトですが）子音が乱

れるときがあったので揃えられたらもっと良くなるかなと思いました。（19 歳・

女・立教大グリー） 

・楽譜を持つ位置が、非常にバラバラで、それが少々気になりました。パート毎

に声がそろっていて、迫力もあり良かったと思います。ただ、言葉がはっきりせ

ず、何を言っているのか、正直よく分かりませんでした。（20 歳・女・立教大

グリー） 

・春から聞いていますが大変うまくなってきましたね。（55 歳・男） 

・女声が目立つ曲ではありますが、かげで男声が支えているからこそ混声として

まとまっているのだと感じました。（19 歳・女・法政大アカデミー） 

・途中が微妙な…後半が素晴らしかったです（女） 

・何も言うことができません。ただ、流れのような、悼みを感じました。（21

歳・女・塾生・慶應義塾コレギウムムジクム） 

・心にしみる、合唱でした（50 歳・女） 

・こういうの初めてで、すごいきれいでした。（20 歳・男・塾生） 

・英語の発音がきれいでした！（21 歳・女・塾生） 

・祈りの気持ちが伝わってきました。（21 歳・女・塾生） 

・カッコ良かったです。感動しました。（20 歳・男・塾生） 

・緊張感のある演奏でした。ピアノ伴奏のある合唱しか知らなかったので、合唱

の概念が変わりました。まさに「歌ってる」というより「演奏している」という

感じで p と f の強弱もハーモニーもすごかったです！最後の響く低音、重くて良

かったです！（21 歳・女・塾生・文学部） 

・歌詞が英語なので合わせるのが難しそうだなと思っていましたが、上手にハモ

っていて良かったです。（22 歳・男・塾生・文学部） 

・男女各声の重なりがとてもキレイな音を生み出していた。（22 歳・男・塾生） 

・とり肌が立ちました。哀しくてどこかに優しい祈りの歌でとても良かったです。

（20 歳・女・塾生） 

・とても気持ちが伝わってきて惹きつけられました。（21 歳・女・塾生） 

・とても美しい演奏でした。（21 歳・女・塾生・文学部 3 年） 

・荘厳で緊張感があった。純粋に格好良かった。（23 歳・男・塾員・消防関係） 

・大変良かったです安定感があり、きれいでした。（19 歳・男） 

・歌詞英語だったので手元の冊子が役に立ちました。（20 歳・女・塾生・理工学

部物理情報工学科） 

・声量あり一生懸命に一丸となり合唱に臨む姿勢にとても好感を持ちました。

（55 歳・女・主婦） 

・とても静かないい曲でした。（43 歳・男・学校事務） 

・良かったです。（51 歳・女・保育士） 

・とてもきれいな歌声に、聞き惚れてしまいました。（24 歳・女・会社員） 

・ていねいに歌っておられました。（52 歳・男・会社員・大久保混声合唱団） 

・ベース部分に深みがあって、じーんと心に響くようでした。（21 歳・女・大東

文化大生） 

・音量による表情の変化がみられ、良かったと思いました。ハーモニーがすごく

きれいでした。（19 歳・女・青学大ＧＨ） 

・素晴らしかったです。（52 歳・男） 

・荘厳で大変良かった。（74 歳・男・杉並三田会コーラス同好会 Viento） 

・最後の強く長く伸ばした部分、本当に難しと思うが、本当にきれいな音であっ

た。（49 歳・男・会社員） 

・発声に気になる所がありました。「The」を「ザ」と言いすぎとか。バランス

は良かったと思います。（19 歳・男・立教大グリー・杉並区民） 

・各パートが良く響いてとてもキレイでした。一曲のみですが素晴らしい演奏だ

ったと思います。（21 歳・男・立教大グリー） 

・強弱がはっきりしていて聴きやすかった。特に smorz 等がきれいでした。（20

歳・男・立教大グリー） 

・少々声を合わせようという意識が薄かったかもしれないが、メリハリがきちん

とついていてよかった。（19 歳・男・立教大グリー） 

・弱声の表現が素晴らしかったと思います。低音がしっかり音楽を支えていてバ

ランスのよい構成でした。（22 歳・男・立教大グリー） 
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・響があって素晴らしかったです。ピッチ等も完ぺきでした。（22 歳・男・立

教大グリー） 

・声が揃っていて綺麗で驚きました。（22 歳・女・中央大こだま会） 

・大人数ですがまとまってていいですね。バランスも良かったです。幻想的な雰

囲気を感じました。（21 歳・男・法政大アカデミー・Voces Veritas） 

・各パートバランスのよい声量で、キレイでした。（21 歳・男・法政大アカデミ

ー） 

・テノールの母音の浅さが気になりました。ですが全パート集中力を持続させて

いてよかったと思います。（21 歳・女・法政大アカデミー） 

・音がホールにいっぱいに広がる感覚を味わえて感動しました。校歌の第 1 音の

インパクトから引き込まれる！！和音もしっかりはめていて素敵。最後の dim う

まいっ！！（22 歳・男・明治大混声さわらびコール） 

・すごくきれいな声でした。とても難しい曲だと思うのによく歌えてすばらしい

と思いました。（20 歳・男・青学大ＧＨ） 

・1 つ 1 つの音の処理や余韻がとてもきれいでした。（19 歳・女・横市大混声） 

・男女の声量バランスが良いと思いました。安定感が素晴らしく、曲に集中して

聴けました。心が穏やかになれました。（19 歳・女・横市大混声） 

・高らかで天に届くような歌声でした。高音きれいでした。（19 歳・女・横市大

混声） 

・不協和音がきれいだった。（19 歳・女・横市大混声） 

・緩急がしっかりついていて、曲の長さを感じさせない演奏でした。（20 歳・女・

青学大ＧＨ） 

・男声と女声のかけ合いがきれいでした。（19 歳・女・青学大ＧＨ） 

・むずかしい和音があったにもかかわらず、最後の音がきれいにきまりました。

祈りが通じた思いです。（69 歳・男・杉並三田会・ワグネル OB 合唱団） 

・低音部の安定した聞き心地の良いステージだった。（21 歳・男・成城大合唱団） 

・発声がとてもキレイでした。（20 歳・男・成城大合唱団） 

・とてもきれいに響いていてすばらしかったです。難しそうな曲でしたが、完成

度が高くてすごがったです。pp のところもしっかりした声で歌えていて良いと

思いました。（19 歳・女・成城大合唱団） 

・女声のハイトーンがとても良かったです。（20 歳・男・塾生） 

・ソプラノ良いです。（22 歳・男・立教大生） 

・どこか独特な和音の重なりから最後の落ち着いた和音まで、とても美しかった

です。パートのバランスがとても良く、重厚な響きが本当に美しく心に響きまし

た。（19 歳・女・東京女子大生・東大コーロソーノ合唱団） 

・きれいでした。（48 歳・女） 

・とても美しくて正確な音程に脱帽（50 歳・女・主婦） 

・英語の発音がとてもすばらしかったです！！フレーズの作り、全体の強弱の響

き、ステキでした。（22 歳・女・昭和音大生） 

・発音キレイで美しかった。（21 歳・女・国立音大生） 

・私用のため、第 2 ステージから拝聴しました。申し訳ありません。（21 歳・

女・白百合女子大グリー） 

・私用により第 2 ステージから拝聴しました。申し訳ありません。（21 歳・女・

白百合女子大グリー） 

・各パートの声質がよくそろっていて聞いていて、気持ち良かったです。（21 歳・

女・白百合女子大グリー） 

・音が会場全体にのびのびと広がっていました。英語の発音もキレイでした。（18

歳・女・お茶の水女子大生・東大白ばら会） 

・音楽に言語は関係ないと、改めて感じました。（21 歳・女・塾生） 

 

（ⅱ）2nd stage：混声合唱「煉瓦色の街」日日のわれらへのレクイエム 

・シアターピースで培った演劇性が発揮されていました！皆がケインを中心にま

とまろうという感じが伝わってきて、最後はうるっときてしまいました。（25

歳・女・デザイナー見習い・楽友会 OG） 

・考えると深い歌詞だなと思いました。ケインお疲れ♡（23 歳・女・商社・楽

友会 OG） 

・杉山君よくがんばった！あとチケットありがとう。（23 歳・男・塾生・元楽

友会団員） 

・不思議な感じのする曲でした。もう少し立体感があると良かったです。（22

歳・男・塾生・松原混声合唱団） 
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・面白い歌だな、と感じました。自分でもやってみたいです。（28 歳・男・村松

フルート製作所・名前のない合唱団・絹の道合唱団・益良男グリー・混声合唱団

アミーゴ） 

・指揮もなかなか良かった。ことばがハッキリ聞こえた点が何よりです。（70 歳・

男・杉並区民） 

・歌詞がはっきり聞こえました。でもよく分からない歌ですね。ソプラノが高音

でばらついていました。団員さんたちの表情がすごく良かったです。（18 歳・女・

塾生） 

・たのしそうにうたっててすてきなきもちになりました（20 歳・女・成城大合

唱団） 

・楽しい曲、懐かしい雰囲気（55 歳・男・会社員） 

・1st stage と曲の雰囲気をそろえたのは意図的？街の雰囲気はちょっとわかり

にくかった。（和音が街っぽくない。）どちらかというとレクイエムに聞こえた。

（23 歳・男・早大院生・大久保混声合唱団） 

・刻みのパートがきれいでした(^^)アカペラでこんなに複雑な音程の旋律を歌え

る実力がすごいなぁと思いました♡（22 歳・女・一橋大生） 

・おもしろい曲ですね☆☆聞いてて楽しかったです！！ソプラノさんが上手でし

た。（19 歳・女・成城大合唱団） 

・日本語の歌詞がはっきり聞こえてきて良かったです。（22 歳・男・成城大合唱

団） 

・情景あふれるが難解な歌詞、難しい和音の曲を表現出来ていたと思います。最

後の和音でソプぶら下がる。アルトが飛び出たのは残念。退場のタイミング。（20

歳・男・成城大合唱団） 

・横浜で前半を聞いた時から全曲聞けるのを楽しみにしていました。男声が楽し

かったです。（17 歳・男・都立国立高校音楽部・杉並区民） 

・長い。１－2 ステと長い曲でした…。聴衆側としては重かったと思います。（青

学大 GH） 

・歌っている方は楽しそうです。（19 歳・男・青学大 GH） 

・ホールによく合っていると、この時点で強く思いました。またよく集中なさっ

ていなければあんなに見事な演奏は出来ないなと思い、凄いと思いました。あえ

て気づいた点を挙げると、言葉が連続している際に、子音の勢いが弱まってしま

うのに違和感を覚えました。（21 歳・男・青学大 GH） 

・テナーがよく響いていました。（47 歳・女） 

・長い曲でしたが場面ごとに音色も違っていて、楽しく聞かせてもらいました。

杉山さんの後ろ姿がすてきでした(^^)（21 歳・女・横市大混声） 

・情景が目に浮かぶような演奏でした。テノールパートソロが味があって良かっ

たです。ケインさんお疲れ様でした。（19 歳・男・横市大混声・奏） 

・難しそうな曲ですね（22 歳・男・東大白ばら会） 

・子音の発音等がしっかりしていて、とても歌詞が聴き取り易かった。アカペラ

なのに声がとても揃っていて驚いた。（21 歳・男・東大白ばら会） 

・ロビーでモニター越しに聴きました。（半分くらい）Sop が良いきれいな声で

した。今まで殆ど聴きに来れなかったのですが、上手なので感心。（52 歳・男・

公務員・栗友会「響」） 

・歌詞が特徴的で新鮮であった。（19 歳・男・首都大東京生） 

・歌が雰囲気を醸し出していた。（20 歳・男・東洋大生） 

・すごく長い曲でアカペラなのにすごい完成度だなと思いました。色々な表情の

ある曲で面白かったです。歯切れの良いテンポの良い所はもっと思い切ってやっ

ても良かったと思います。（20 歳・女・明治大混声） 

・地声と裏声の使い分けがしっかりできていて凄いなと思いました。日本語の曲

でもしっかりハーモニーが合っていてよかったです。またリズムも合っていてよ

かったです。（20 歳・女・明混） 

・重い詩の心を素晴らしい声で歌い上げていました。とても良かったです。（56

歳・男・会社員） 

・なつかしいかんじでした。（45 歳・女） 

・以前に 1 度聴いてまた聴きたいと思っていた曲です。「大当たり～」あたりが

すき！！（21 歳・女・宇都宮大混声） 

・ベースの「ジープがいいな」がとても表情が輝いていました。（22 歳・男・宇

都宮大混声） 

・表現がすてきでした。（19 歳・女・日本大・Voces Fidelis・杉並区民） 

・様々な表情の歌詞が、よく表現されていて楽しいステージでした！（19 歳・
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女・白梅学園大生・Voces Fidelis・杉並区民） 

・子音がたっていて、言葉とハーモニーの両方が楽しめました。全パートが同じ

ようにしっかり子音を立てられるの、本当に凄いと思います。感激しました。（19

歳・女・明治大混声さわらび） 

・面白い曲だなーって思いました。シーンのうつりかわりが分かり易く聞いてい

て楽しかったです。（21 歳・女・明治大混声さわらび） 

・ハーモニーがとにかく良くて本当に聞き入ってしまった。とても楽しかったで

す。（20 歳・男・明治大混声さわらび） 

・言葉がはっきり聞こえてきてよかったです！アルトが力強いですね！（22 歳・

女・明治混声さわらび） 

・言葉がよく分かりました。（22 歳・女・宇都宮大混声） 

・なぎさ級（20 歳・男・塾生） 

・日本語も器用に歌っていますね。そもそも、日本語を歌える事が明混人から見

たらすごく羨ましいですが（笑）、今回はすごく歌詞が深くて色々考えさせられ

ました。杉山さん、おつかれさまでした！（22 歳・男・明治大混声） 

・とてもきれいなひびきがなっていてとてもよかったです。街の様々な情景・表

情を歌うところではもっと役に入り込むくらいの気概があってもよいかもしれ

ません。（20 歳・男・中央大こだま会） 

・2 ステージ連続でアカペラ。しかもこのステージは一曲 15 分という高い技術

が求められる中、かなりの完成度に達していると思います。非常に表現が丁寧で、

情景がものすごく伝わってきました。（21 歳・男・明治大混声） 

・情景が感じられる演奏でした。街並みや子ども達の影が目の前に浮かんでくる

ようでした。素晴らしかったです。女声の中間音がきれいですね。（22 歳・女・

明治大混声） 

・詩を深く理解した上で歌っているのが伝わってきました。言葉を大切に扱って

いて、照れがないのが素敵でした。ときどき主旋律が埋もれるので、各パートの

音量バランスに気を配ると良くなると思いました。（21 歳・男・中央大こだま会） 

・マリステ以来気になっていた続きが聞けて楽しかったです。（19 歳・男・千葉

大合唱団） 

・むつかしいメロディに童心に帰れました。（19 歳・女・千葉大合唱団） 

・この曲を、みんな好きなんだということがよく伝わってきました。バンバババ

ン。（20 歳・男・千葉大合唱団） 

・大中さんだなぁと思いました。（19 歳・男・千葉大合唱団） 

・長い曲でも飽きず楽しめる素晴らしい合唱でした。（20 歳・男・千葉大合唱

団） 

・杉山君お疲れ様！歌いたくなりました♪（23 歳・男・千葉大合唱団・響・Kuukai） 

・マリスステラの頃からずっとこの曲が好きでした！その頃よりももっと上手に

なっていて、とても楽しかったです！どのパートも美しかったですが特にソプラ

ノがきれいでした。（19 歳・女・千葉大合唱団・青い鳥） 

・ベースの聞かせどころでしっかり歌えている所を見習いたいなと思いました。

（20 歳・男・千葉大学合唱団・Kuukai） 

・マリステで途中までのは聴いていましたが、全て通すと色々とまた発見があり

面白かったです。（22 歳・女・千葉大合唱団） 

・ちょいちょいあるコミカルな歌詞が面白かったです。終盤はトリハダが立ちま

した。杉浦もっと笑えよ！！（22 歳・男・塾生・落語研究会） 

・素晴らしかったです。自分たちも歌いたかった。（22 歳・男・千葉大合唱団 4

年 Bass 横内） 

・マリステ以来に聞きましたが、今回も感銘をうけました。（18 歳・男・千葉大

合唱団） 

・言葉がちゃんと届いていてきたので聞き易かった。P などの小さな音がきれい

でよかった。（19 歳・女・千葉大合唱団） 

・マリステでもきき、もう一度聞きたいと思っていました。世界観が伝わってき

て私たちも見習わなければと思いました。（18 歳・女・千葉大合唱団） 

・大好きな曲でした。ありがとうございました。（19 歳・女・千葉大合唱団） 

・6 月にマリスステラで聴いた時に比べうまくなっていていい時が過ぎたと思い

ました。（19 歳・女・千葉大合唱団） 

・みんながよく音を聞いていて、ハーモニーがよい。しかし、テンポがどの部分

も落ち着いていてしまっていて、変化に乏しい。もっとメリハリがあっても良い

と思った。アルトが良い声をしていますね。（19 歳・女・千葉大合唱団） 

・歌詞が聞き取りやすかったです。私自身昨年の定演で大中恩さんの作品を歌っ
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たので、こちらの作品も歌ってみたいです。とてもうらやましいです。（20 歳・

女・千葉大合唱団） 

・何か「3 丁目の夕日」を思い出しました。懐かしい感じです。（19 歳・女・千

葉大合唱団） 

・歌っている情景が浮かんでくる楽しい演奏でした。ただし、ソプラノが高音に

なった時、何をしゃべっているか全くわからなくなる事がありとても残念でした。

（20 歳・女・千葉大合唱団） 

・去年千葉大学も大中さんと坂田さんのペアのものをやったので懐かしく聞きま

した。まちからアフリカのくだりが好きです。（21 歳・女・千葉大合唱団） 

・男声最初の跳躍がやや危なかった気がしました。声の調子で曲の雰囲気が感じ

られて面白かったです。ソプラノの頑張りが見えました。バスが上品でうらやま

しいです。でも最後の○とぶが下がりすぎだったような…（21 歳・男・塾生・慶

大＆日本女子大コールメロディオン） 

・なだ自分には分かりづらい所もありましたが、曲の雰囲気とても良かったです。

（21 歳・女・学生） 

・リズムの細かくなる箇所で言葉が分かりませんでした。あと、高音がもう一息

な印象を受けました。しかし、全体を通して次がどんな展開になるのか気になる

演奏でした。（21 歳・男・明治大混声さわらび） 

・非常にまとまっていて、言葉明瞭で良かったです！（21 歳・男・明治大混声

さわらび） 

・言葉がキチンと伝わってきました。（21 歳・女・宇都宮大混声） 

・ひっそりのその s の子音が少し気になった。曲によって表情、声の質感などの

転換が素晴らしかった。その分言葉がより生き生きとしていた。聞いていてすご

く楽しかったです。ベースいい仕事してますね～パートソロすごくきれいでいよ

かったです。最後の和音良かったです。びっくりしました（笑）（20 歳・男・明

治大グリー） 

・指揮者の方の最後のキョドリ具合がいいです（笑）お疲れ様(^^)（21 歳・男・

東京学芸大生） 

・良い曲ですね！トラック走る道端の～からの雰囲気が気になりました。皆さん

の声も美しかったです♡（20 歳・女・大妻女子大合唱団） 

・スタッカートの所が印象的でした。（20 歳・女・塾生・ワグネル女声） 

・子供が走る～歌い方を変えて雰囲気を出そうとしているのがよく伝わってきま

した。指揮者さんお上手ですね。初めて聴いた曲ですが、情景がたくさん移り変

わって楽しい曲だと思いました。（20 歳・女・埼玉大合唱団） 

・男声のハモリが深くて良かったです。歌詞が面白いなと思いました。（19 歳・

男・埼玉大合唱団） 

・きれいでした。（21 歳・男・東大白ばら会） 

・情景が浮かぶようでした。とても面白い曲だなあと思いました。（20 歳・女・

お茶の水女子大生・東大白ばら会） 

・演奏を聴いていて、情景がうかんでくるようで、合唱を聴いているはずなのに

お芝居を見ているような感覚でした。声もそろっていて、しっかりしていて良か

ったです！（21 歳・女・お茶の水女子大生・東大白ばら会） 

・スピード感の強弱が良かった。（19 歳・男・東大白ばら会） 

・自分も歌いたくなるような曲でした。（19 歳・女・お茶の水女子大生・東大白

ばら会） 

・擬音とハミングが効果的だった。和音の決め方がかっこよかった。日本語の物

語を基本的に軽快に、だけど表現すべきところは落とさず歌っていて良かったで

す。（20 歳・男・東大白ばら会） 

・綺麗なハーモニーでした。（21 歳・男・東大白ばら会） 

・あれだけ長い曲を、ぶっつづけて歌えるのはすごいですな。（20 歳・女・日本

大合唱団） 

・団員全体からのエネルギーを感じました。4 つのパートの声にも一体感があり

ステキなステージでした。（22 歳・男・日本大合唱団） 

・きれいなところとかわいらしいところとあって楽しかったです（20 歳・女・

日本大合唱団） 

・“はしれ”の連続している部分で、“H”子音があまり届いてこなかった。“男

たちが歩いてくる”のソプラノの声に若干バラつきがあった。男声合唱の部分好

きです。“クックウ”が美しすぎました。癒されました。（20 歳・女・中央大こ

だま会） 

・1 曲で 15 分もあるのもすごいですが、きちんと章分けもできるようになって



 12 

いるのもすごいなと思いました。その章ごとにきちんと表情があって、曲に合わ

せられているのではなく、曲がつくられているのがよく伝わってきました。（20

歳・男・上智大アマデウスコール） 

・1st stage とレクイエムという点では同じですが、そこに気づかないほど雰囲

気が 1st と変わっていて、日本的な土っぽさがよく表れている演奏でした。曲想

の切換も良く意識されているのが伝わってきました。（20 歳・女・上智大アマデ

ウスコール） 

・その時、その時の状況・描写が思い浮かぶようでした。雰囲気の差がはっきり

伝わってきて、メリハリが良かった。（21 歳・女・上智大アマデウスコール） 

・曲の中で雰囲気が変わるところでの切換が上手い。それぞれの部分できちんと

イメージが伝わってきた。（子供と大人の対比がわかりやすい）言葉がはっきり

としゃべれていて、日本語も聞き取りやすかった。とにかく迫力があった。（19

歳・女・東京外大コールソレイユ） 

・あれだけ長いとやはり疲れるのでしょうか。少し譜面を見すぎている団員がい

ました。あとは中盤で少し中だるみしているように感じました。（20 歳・男・東

京外大コールソレイユ） 

・全てのパートが一度消えてからの雰囲気の変化がとても良かったです。僕の聴

く能力に問題があるだけかもしれませんが英語の曲よりも言葉がはるかに明瞭

に聞こえました。時々ベースの入り方が気になった気がします。（20 歳・男・東

京外大コールソレイユ） 

・長い曲で大変だったと思います。子どもたちが走る～あたりで子供らしく言っ

たのはなかなか面白かったです。いろいろ遊べて楽しいですね。（19 歳・女・東

京外大コールソレイユ） 

・男声のハモリが良かった。（19 歳・男・東京外大コールソレイユ） 

・こだわりの感じられる音楽造りでしたが、終止優等生のような音楽造りでもあ

り、ノスタルジーや激しさが今一つ感じられなかったのが勿体無かったです。

（21 歳・男・東京外大コールソレイユ） 

・曲の雰囲気が出ていて面白かったです。（20 歳・女・東京外大コールソレイユ） 

・言葉がはっきりしていてよかったです。（21 歳・男・塾生・慶大理工＆国立

音大コールマイヤー） 

・言葉がはっきり聞こえて、会話っぽく意図している所が伝わってきました！

（19 歳・男・塾生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・ハミングがとてもキレイでした。歌詞の情景が、浮かび上がってくるようで、

とても良かったです。（19 歳・女・国立音大生・慶大理工＆国立音大コールマイ

ヤー） 

・ハミングがとても上手です。音楽全体の構成がしっかりしていて素晴らしいで

すが、言葉ひとつひとつにももっと色を付けるともっと素晴らしくなると思いま

す。（18 歳・女・国立音大生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・バランスと強弱がよくとれていました。情景が少し良く伝わってきました。（18

歳・女・国立音大生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・和音がとても美しく、メリハリもついてて、聴いていて心地よかったです。（21

歳・女・学生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・ソプラノの高音にもう少し余裕をもてるといいと思います。（20 歳・男・塾生・

慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・“忙殺”という言葉を浮かべ、自分と重ね合わせながら聴かせて頂きました。（22

歳・男・山梨大合唱団） 

・このまま、シアターピースにできるのではないかというくらい、面白かったで

す。巧みな表現でした。学生指揮者の曲にしてこのレベルというのが、楽友会の

勢いを感じました。どうでも良いですが、「煉瓦色の街」にちなんで、横浜煉瓦

をお贈り物にしました。（20 歳・男・横市混声・樹の会「かなみ・ゆうか・Nekko」） 

・女声の声がめっっっちゃきれいでした。（最後の「ゆるやかに旋回して…」の

ところから）（23 歳・男・横市大混声） 

・マリスの時に抜粋版を聴いて大好きになりました。完成版聴けて、良かったで

す。ベース素敵でした。（19 歳・女・横市大混声） 

・男声の「おれは一体～」のくだりがぞくっときました。これ一曲でシアターピ

ースになりそうな、ドラマチックで感動的な曲でした。ケインくんおつかれさま。

（22 歳・男・横市大混声） 

・出だしのハモリがすごくきれいで、引き込まれました。「子供は走る」をいっ

たような楽しげなメロディラインも楽しげに声色を歌っていて良かったと思い

ます。（21 歳・女・横市大混声） 
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・街の情景が思い浮かぶようでした。言葉がよくきこえてきて素晴らしかったで

す。（22 歳・女・横市大混声） 

・ソプラノの方々の、胸声と頭声の切換のお上手さに圧倒されました。それと、

前半の「1 丁目～6 丁目」と比べ「後半の 6 丁目～10 丁目」の方が明るさや少

しのコミカルさに欠けていたような気がしたのですが、そういった（クライマッ

クスへ向けての）歌い分け方法だったのでしょうか。（21 歳・女・大妻女子大合

唱団） 

・言葉も良く聞き取れました。（69 歳・男・楽友三田会合唱団） 

・すばらしすぐる（46 歳・男・楽友会 OB） 

・言葉がはっきり聞き取れ、アカペラがきちんと決まり、練習の成果・実力を感

じました。とても良かったです。（64 歳・女・楽友三田会合唱団） 

・学生指揮者のステージの大仰さがよく分かります。頑張って下さい。ブラボー！

（70 歳・男・楽友三田会合唱団） 

・女声と男性と全然違う動きをしていてもすごくキレイなハーモニーでした♪メ

リハリが良くて、聴いていて楽しかったです♡（20 歳・女・塾生） 

・こちたの曲も無伴奏でしたが、それぞれのパートが良い響きでバランスが良く

とても素晴らしいと思いました。丁寧に歌っているところが良かったと思いまし

た。（45 歳・女） 

・一緒に歌いたくなった！音の急な上がり方↑下がり方↓がうまいなと思いまし

た。（21 歳・女・北里大生・ICU 混声） 

・言葉がはっきり聞こえてきて良かったです。が言葉の切れ目？がすこし分かり

にくかったように感じました。声色の使い分けがとても良かったです。（22 歳・

女・中央大こだま会） 

・良い子守歌（50 歳・男・会社員） 

・アカペラの長い曲を 2 曲続けて凄いと思いました。歌詞も良く伝わってきまし

た。女声の方が良く飛んできました。ベースの響きがもっと深いといいと思いま

す。（21 歳・女・青学大 GH） 

・これまた長い曲で…スゴイですね。子どもたちの無邪気さや、男たちの勇まし

さ、一心不乱な感じとか、歌い方に差がつけられてて良かったです！！（21 歳・

女・青学大 GH） 

・素敵な混声合唱でした。（20 歳・男・東洋大白山グリー） 

・エネルギッシュで伝わってくるものがありました。躍動感あふれていて良かっ

たと思います。（19 歳・男・東洋大白山グリー） 

・アカペラにも関わらず、心地よく澄んだ音でした。（22 歳・男・中央大こだま

会） 

・すごく長い曲でしたが、場面ごとに雰囲気が変わっていて素晴らしかったです。

早口の所が聞き取れなかったです(>_<)（20 歳・女・青学大 GH） 

・一曲の中で雰囲気の変化が多く面白い曲でした。リズミカルなかけ合いや悲し

げな曲想がとても良く出ていたと思います。（20 歳・男・大正大合唱団） 

・一音一音飛んでいて情景を浮かべる事ができた。深い内容で今日は祖母の命日

で少しふさいでいましたが、素晴らしい曲をお聞き出来て良かったです。活力が

湧いてきました。（22 歳・男・大正大合唱団） 

・音がオンタイムできっちりはまるので聞いていて心地良かったです。ピッチも

高く、いつまでもここにいたくなる演奏でした。（23 歳・男・明治大混声さわら

び） 

・美しい、ハーモニーで聞き取り易くて心地よいサウンドに聞こえました。（20

歳・男・明治大混声さわらび） 

・とても面白い曲だと思いました。（21 歳・女・法政大アカデミー） 

・アルトが欲しい所で良く出していて素敵でした。母音が浅い（特に男声）のが

少し気になりましたが、童話のようなストーリーのある曲だったのでああいう歌

い方もアリかなと思いました。（法政大アカデミー） 

・ハミングが良く聴こえてきれいでした。歌詞大変そうですがちゃんと聞こえて

きましたよ！空気の切換も見事でした。（19 歳・女・法政大アカデミー） 

・以前聴いた時から好きだったので、楽しみにしていました。前の時よりも良い

意味でも悪い意味でもまとまっているなーと感じた。子どもの夢が表現されてい

る所でも、なんだか死が見えているような。もっとメリハリがあったらもっと面

白かったのでは！でも上手でした。あと、ソプラノたまに歌詞全く聞こえなかっ

たです。しゅん。（22 歳・女・千葉大合唱団） 

・マリステから大好きです！（18 歳・女・千葉大合唱団） 

・濃密な演奏でした。（22 歳・男・千葉大合唱団） 
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・学指揮曲ではかなり難しいと思いました。（19 歳・男・千葉大合唱団） 

・恐い（21 歳・男） 

・面白い構成の曲で、聞き応えがありました！子音が良く飛んできて、歌詞も良

く聞こえたのですが、もう少し母音に響きがあると、もっとキラキラした声（←

抽象的で申し訳ない…）に聴こえると思います。（20 歳・女・立教大グリー） 

・勢いある部分、物悲しい部分など音色でも情景を描き分けていたのが見事でし

た。まるで映像作品を観ているかのようでした。時々言葉が強い所（語頭、語尾、

ガ行など）があり気になりました。（20 歳・女・立教大グリー） 

・ブレンドは良かったのですが、やはり高音がきつめなのが気になります。言葉

がきれいに聞き取れました。（19 歳・女・立教大グリー） 

・「歩いてくる」が全く言葉が聞こえず何と言っているのか分からなかったです。

男女共に柔かいとけあうような声質が静寂感を掻き立てるようで素敵でした。

（19 歳・女・立教大グリー） 

・全体的にキレイにハモっていたと思います。ただ、ときおり低音になると、地

声っぽく聞こえてしまいました。p と f も良く差があり、ダイナミックさと繊細

さはどちらも出て良いなと思いました。（20 歳・女・立教大グリー） 

・マリステの続きが聞けて嬉しかったです！！（20 歳・女・宇都宮大混声） 

・春から聞いていますが大変うまくなってきましたね。（55 歳・男） 

・無伴奏とは思えないぐらいテンポもはしらずに歌い終えていたのが良かったで

す。（19 歳・女・法政大アカデミー） 

・響きのある良い歌でした（女） 

・ひとつひとつの言葉が情景を刻み込むようでした。（21 歳・女・塾生・慶應

義塾コレギウムムジクム） 

・前回より、素晴らしい合唱でしたね。（50 歳・女） 

・きいてて楽しかったです！めちゃめちゃそろっててきれいでした！（21 歳・

女・塾生） 

・きいてて楽しかったです！めちゃめちゃそろっててきれいでした。（21 歳・女・

塾生） 

・情景が浮かんできました。（21 歳・女・塾生） 

・聞いていて楽しげで良かったです。（20 歳・男・塾生） 

・1 曲目と団員の方の雰囲気も変わり、やわらかくなったなという印象でした。

コロコロと情景が変わるのが楽しかったです。特に“子ども”出てくるところは

団員の方々がとても楽しそうに歌っていて聞いていてわくわくしました。（21

歳・女・塾生・文学部） 

・東久留米でも歌いました？聞いたことがあったのでスッと入ってきました。リ

ズムが難しいのに止めることは止めて伸ばす所は伸ばしていて、完成度が高いな

ぁと感心しました。（22 歳・男・塾生・文学部） 

・すごく低い音から高い音まで存在していて圧倒されました。（22 歳・男・塾生） 

・最後にかけて子供たちがクローズアップされ、さわやかにしめくくられる情景

が目に浮かびました。（20 歳・女・塾生） 

・すごくめりはりのある歌い方をしていらっしゃってとても楽しかったです。

（21 歳・女・塾生） 

・歌詞の情景が目に浮かぶような演奏でした。メリハリがきいていて、飽きずに

楽しめました。（21 歳・女・塾生・文学部 3 年） 

・すいこまれるような音の世界でした。皆さん楽しそうに歌っていらして見てい

る（聴いている）こちらも楽しかった。（23 歳・男・塾員・消防関係） 

・もっと若々しいプログラムで、始めてほしかった。煉瓦色の街は何も、伝わっ

てこなかった（詞、曲が）。歌う技術はあるのにもったいないです。（女・音楽科

教員） 

・杉山さんがカッコ良かったです！みんな楽しそうで良かったです。 

・楽譜なしでもいろんな音が出ると思いました。（20 歳・女・塾生・理工学部物

理情報工学科） 

・指揮者の表情もよくハーモニーも美しかったです。（55 歳・女・主婦） 

・何となく、ひかれる曲でした。ただ時々歌詞が聞き取れなくなったのが残念で

した。合唱だとしょうがないですね…。（43 歳・男・学校事務） 

・良かったです。（51 歳・女・保育士） 

・おもしろい曲でした。（24 歳・女・会社員） 

・数十年ぶりにきいたと思います。（52 歳・男・会社員・大久保混声合唱団） 

・曲調が変わった時のメリハリがちゃんとついてて聞き入ってしまいました。迫

力があってびっくりしたのと同時に感動しました。（21 歳・女・大東文化大生） 
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・斬新な曲だと思いました。一つのドラマを見ているようで、きいていて楽しか

ったです。ベースが素敵でした。（19 歳・女・青学大ＧＨ） 

・よかったです。（52 歳・男） 

・高度成長期のエネルギッシュな工場地帯の様子を連想させる。その中に希望と

期待を感じさせる。大変素晴らしかった。（74 歳・男・杉並三田会コーラス同好

会 Viento） 

・昔の日本のノスタルジアを感じるいい歌声でした。皆さんの歌唱に感銘を受け

ました。（49 歳・男・会社員） 

・テンポの切りかえが良かったです。テナーが弱い気がしました。（19 歳・男・

立教大グリー） 

・長大な曲お疲れ様です。最後が不思議な終わり方でしたね。（21 歳・男・立教

大グリー） 

・女声のハミングがもう少し安定してるとよかった。（20 歳・男・立教大グリー） 

・●●●●（編責者が読み取れず）パートで声がそろっていて大変聞いていて心

地よかった。引くべき所で引いて他パートをひきたてるのは上手い。（19 歳・男・

立教大グリー） 

・ハーモニーがとてもキレイでした。メロディーラインでメリハリがあまり感じ

られなかったのでそれがあればいいと思う。（22 歳・男・立教大グリー） 

・情感がとても良かったです。（22 歳・男・立教大グリー） 

・どのパートも、声がばらけることはなくひとつの声でとても上手でした。特に

ベースが素敵だと感じました。歌詞を見なくても何と言っているのか分かって、

情景を思い描くことができてすごく楽しかったです。（22 歳・女・中央大こだ

ま会） 

・ときにコミカルで、面白い曲でした。特に序盤、ベースの日本語が気になりま

した。（21 歳・男・法政大アカデミー・Voces Veritas） 

・歌詞の意味を理解して歌っているのが伝わってきました。みなさんの歌ってい

る表情がステキでした。（21 歳・男・法政大アカデミー） 

・え母音がつまった発声になってしまい、もったいないと思います。難しい和音

変化によく対応していたと思います。（21 歳・女・法政大アカデミー） 

・ソプラノうまい！素敵な響きですね。たまにベースのしゃべりがちょっと幼い

印象、深いベースらしさを維持して欲しい。日本語のじゃべりもすごくうまい、

発声をハーモニー感とフレーズ感を共立出来ている学生団体は少ないので尊敬

します。（22 歳・男・明治大混声さわらび） 

・ハーモニーはとてもきれいだと思った。Dim もうまいと思った。言葉がかかり

づらい部分があった。バスが少し母音の発音が凄いと思った。（20 歳・男・明治

大混声さわらびコール） 

・女性の声がすごくきれいだと思いました。男性の声が支えが少し抜けてします

ところがあったので残念でした。（20 歳・男・青学大ＧＨ） 

・歌詞のことばがききとりやすかったです。長い曲でしたが最後まで質が落ちて

（？）なくてよかったと思います。（19 歳・女・横市大混声） 

・ユニゾンが一つの声に聞こえる感じくらいまとまっていた。マリスステラでも

聞いた曲をもう 1 度聴けて良かったです。（19 歳・女・横市大混声） 

・子供達は歩くという回数を重ねるごとに強くなったり弱くなったりしたのがお

もしろかった。（19 歳・女・横市大混声） 

・たての和音がそろっていてよかったが、ディクレッシェンドやのばす音が不安

定で気になった。ソプラノの入りが上手だと思った。（19 歳・女・横市大混声） 

・日本語の子音の飛ばし方が上手い！…うらやましい限りです（笑）（20 歳・女・

青学大ＧＨ） 

・和音はとてもきれいでした。ただ高音の時に歌詞が少しききとりにくく（女声）

ストーリー性のある歌なのでそれが少し残念でした。（19 歳・女・青学大ＧＨ） 

・初めて聴いた曲なのでそのおもしろさがわかりませんでしたが、歌っている

方々はたぶん楽しかったろうと思います。ことばがはっきりしていました。暗譜

されてたらまた感じが違うかもしれません。（69 歳・男・杉並三田会・ワグネル

OB 合唱団） 

・日本語の発音が美しく、言葉を届ける歌い方を感じられた。（21 歳・男・成城

大合唱団） 

・女声が男声を信用しているのがわかりました。（20 歳・男・成城大合唱団） 

・歌詞の情景がうかんでくるような演奏でした。女性の声が美しかったです。（19

歳・女・成城大合唱団） 
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・指揮者の方の笑顔が忘れられません。お疲れ様でした。（22 歳・男・立教大生） 

・15 分もあったとは思わなかった濃い曲で、あっという間にも感じ、それでい

て、長い映画を観ているような気分にもなりました。歌詞の世界がそのまま目の

前にあって、心をすごく揺さぶられ、最後には涙がにじむようでした。素晴らし

かったです。（19 歳・女・東京女子大生・東大コーロソーノ合唱団） 

・ひきこまれました。（48 歳・女） 

・心のこもったすてきなコーラスで感動しました。（50 歳・女・主婦） 

・1st stage との違いがでていて、歌だけでもストーリーが伝わってくる様なメ

リハリが付いていてすごく良かった！！指揮も上手！！（21 歳・女・国立音大

生） 

・1 曲 1 曲わかれているものより、こういった曲の方が 1 本の小説を読んでい

るようで面白いです。子どもの場面は活力があって良いですね。「サッとまたが

る裸馬」のところが好きです。（21 歳・女・白百合女子大グリー） 

・曲の雰囲気が伝わるくらい強弱などがついていて良かったです。男声パートの

言葉がはっきり聞こえてきたのも良かったです。（21 歳・女・白百合女子大グリ

ー） 

・歌詞によってガラッと声やハーモニーなどの雰囲気を変えていてさすが、と思

いました。（21 歳・女・白百合女子大グリー） 

・1 つの曲の中に様々なリズム・テンポがあり楽しかった。そのリズム・テンポ

の切り換えがすばやく、正確にできていました。（18 歳・女・お茶の水女子大生・

東大白ばら会） 

・はじめの方のリズミカルな曲調とはうってかわって、シリアスな曲調に変化す

るなど引き込まれました。（21 歳・女・塾生） 

 

（ⅲ）3rd stage：音楽劇「かしわばやしの夜」－舞台のためのカーニバル－ 

・よく作り上げたな…と感激しました。1 つのつながりのある舞台の中でテンシ

ョンを保ちながら演じるのはとても難しかったと思います。1 人 1 人の団員から、

「表現したい！」という意欲が伝わってきました。（25 歳・女・デザイナー見習

い・楽友会 OG） 

・衣装も演出もソロも小道具もすごかったです！！ソロ、レベル高かった！！

（23 歳・女・商社・楽友会 OG） 

・かわばたイケメン（23 歳・男・塾生・元楽友会団員） 

・とても楽しかったです。演出が凄く良かったです！！さりげないセンスが光っ

てました。（22 歳・男・塾生・松原混声合唱団） 

・宮沢賢治の世界に引き込まれました。音も歌も良く表現できていたと思います。

台詞が走りがちだったのが、少々残念でしたが楽しめました。（28 歳・男・村松

フルート製作所・名前のない合唱団・絹の道合唱団・益良男グリー・混声合唱団

アミーゴ） 

・とりわけ聴かせていただきたい作品です（実は 1 ヵ月前の 11 月 20 日杉並公

会堂で、この演奏会チラシを拝見。“当日売りありますか！”とカンチガイした

おろか者です…）賢治さんの精神、共鳴した林光さん！そしてこの劇に関わった

すべての方に、カンシャ申し上げます☆（70 歳・男・杉並区民） 

・面白い作品でした。（18 歳・女・塾生） 

・感想かくひまがない！すんばらし！（20 歳・女・成城大合唱団） 

・楽しい、素晴らしい（55 歳・男・会社員） 

・とても完成度高いですね、びっくりしました。相当練習したのでしょうね。ソ

ロの人みんな良い声。（23 歳・男・早大院生・大久保混声合唱団）。 

・みなさんの声が素晴らしかったです！歌もセリフも。もっと合唱が聴きたかっ

たのだけが心残り。衣装も（1 人 1 人微妙に違うし文様もステキ！）照明もすば

らしい！！（22 歳・女・一橋大生） 

・すごく楽しかったです！！ずっとわくわくしっぱなしでした☆☆（19 歳・女・

成城大合唱団） 

・非常にレベルが高くてビックリしました。（22 歳・男・成城大合唱団） 

・非常に面白かったです。演出等もいちいち凝っていて合唱を聴きてきているの

ではなく劇を見に来ている気持ちになりました。主役、ソロの方々の名前をパン

フに載せた方がいいのでは？（20 歳・男・成城大合唱団） 

・楽しかったです！（17 歳・男・都立国立高校音楽部・杉並区民） 

・VG（青学 GH） 

・オレンジ色の服の３人素晴らしかったです！！（19 歳・男・青学大 GH） 

・一言でいうと、良いものを見たぜ！！って感じです。ありがとうございました！
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（21 歳・男・青学 GH） 

・最後の迫力あるエンディングはとても良かったです。（47 歳・女） 

・ソロも多く「楽友会の力」を見せつけられた！って感じでした！！本当にすご

かったです！！みんな楽しそうに、台詞も声もしっかり届いていて規模の違いっ

ていうのもあるかもしてませんが横市にはない楽友の良さ、凄さが感じられまし

た。（21 歳・女・横市大混声） 

・非常に完成度の高いシアターピースでした。凄い舞台芸術でした。山口さんの

ソロうまかったです。サウスさんすごいです。栗山先生さすがです。楽友会すご

すぎ。（19 歳・男・横市大混声・奏） 

・衣装が個性的で目に楽しかったです。アンサンブル上手いなと思いました。煙

に演出にステキです☆☆（19 歳・女・塾生・杉並区民） 

・素晴らしかったです。（22 歳・男・東大白ばら会） 

・歌にしろセリフにしろ、大勢で声を合わせるとこれだけのエネルギーになるの

かと、改めて驚かされた。楽しい一時をありがとうございました！(^^)（21 歳・

男・東大白ばら会） 

・ブラボー！（52 歳・男・公務員・栗友会「響」） 

・想像していたものをはるかに超えるものでビックリした。開いた口がふさがら

ないとはこういうことですね。（19 歳・男・首都大東京生） 

・1 人 1 人が全体を作り上げているような感じがしました。（20 歳・男・東洋

大生） 

・いろんな要素があって大変だったと思いますが、全体的に素晴らしかったです。

世界観にひきこまれました。（20 歳・女・明治大混声） 

・全員で台詞をあわせるところがしっかり合っていてすごかったです。歌と演技

と大変だったと思いましたが、本当にすごく感動しました。（20 歳・女・明治大

混声） 

・たいへん楽しく面白かったです。（56 歳・男・会社員） 

・とてもたのしくてあっというまでした（45 歳・女） 

・楽しいステージで、私もやってみたいと思いました。（21 歳・女・宇都宮大混

声） 

・授業の為、３st から観ました。かしわばやしに間に合って良かったです！すご

く楽しかったです。前列の端で聞いたので、言葉がちょっとわかりにくかったの

ですが聞いていてとても楽しかったし、途中少ししんみりしたりで、とても満足

できました。踊りっぱなしで歌もあってとても練習されたのかなと思います。お

疲れ様でした。（23 歳・女・千葉大合唱団） 

・最初から最後まで楽しく聞かせていただきました（19 歳・女・東京女子大） 

・とても感動しました。1 人 1 人が皆輝いていました。個人的にフクロウ’s が

好きでした。大将が面白かった。（22 歳・男・宇都宮大混声） 

・すごくすごく感動しました…！DVD が出たら買います（真剣）（19 歳・女・

日本大生・Voces Fidelis・杉並区民） 

・最初から最後まで、夢中になってみていました！歌も、演技もすべて素晴らし

かったです！！（19 歳・女・白梅学園大生・Voces Fidelis・杉並区民） 

・音楽劇は初めて見たのでとても新鮮でした。とても面白かったです。ダンスも

歌も、ソロも素晴らしかったです。（19 歳・女・明治大混声さわらび） 

・音楽劇というのが新鮮で面白かったです。劇団のようで凄かったです。（21 歳・

女・明治大混声さわらび） 

・音楽劇というものは初めてみたが、大変面白かったです。こういうのもアリだ

なと思いました。（20 歳・男・明治大混声さわらび） 

・昨年同様見ごたえのある合唱劇でした。皆さん楽しそうでなんだか羨ましくな

りました！（22 歳・女・明治大混声さわらび） 

・1 人 1 人が見えました。留学生の方も頑張っていてすごかったです。（22 歳・

女・宇都宮大混声） 

・すごく楽しかったです。とても素晴らしい作品だなと改めて感じました…見た

ことしかないけど自分もいつかやってみたいです。（25 歳・女・コーロカロス・

青い鳥） 

・すばらしかったです。これまでの楽友のシアターピースの中で一番感動しまし

た。みなさんの個性が活きていたと思います。お疲れ様でした。（27 歳・女・コ

ーロカロス） 

・うまいねぇ。うまいねぇ！（20 歳・男・塾生） 

・川端、いい役もらったな（笑）さすがは六連庶務だ！毎年これを楽しみにさせ

てもらって早くも 3 年。今年も素晴らしかったです。この伝統をいつまでも大切
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にして下さい！（22 歳・男・明治大混声） 

・もはや合唱ではありませんでしたが良かったです普段は歌だけでよく分からな

いものも、背景が見えて良かったです。リズミカルな曲が多くとても良かったで

すパフォーマンスをやるならここまでやらないとなと思いました。（21 歳・男・

明治大混声） 

・こういうステージは初めて見たのでとても新鮮で面白かったです。歌もそうで

したが皆さんおしばいも上手でした。特に画かきの人がうますぎると思いました。

（女・中央大こだま会） 

・宮沢賢治はあまり読んだことはありませんでしたがとても楽しかったです。拍

手つかれました。（20 歳・男・中央大こだま会） 

・とても面白かったです！（21 歳・男・明治大混声） 

・演出がいろいろと圧倒的だった。ブラヴィッシモ！！川端がキモ面白かったで

す。（21 歳・男・明治大混声） 

・とても楽しかったです！！最高でした。見に来れて本当に良かったです。（22

歳・女・明治大混声） 

・みなさんとても生き生きしていたのが良かったです。（21 歳・男・中央大こだ

ま会） 

・宇大の先輩がやっていたものとは違いとても個性のあるもので楽しく観せてい

ただきました。（19 歳・男・宇都宮大混声） 

・踊り回る演出がとても面白かった。合唱もハーモニーが整っていて楽しかった。

何より団員が生き生きしていて良かった。（19 歳・男・千葉大合唱団） 

・笑い所まんさいでほんとに面白かったです！！（19 歳・女・千葉大合唱団） 

・宇都宮大学とまるで違いかしわばやしにパワーを貰いました。1 人 1 人がコロ

スの動きが●（編責者が読み取れず）だって良かったです。（22 歳・男・千葉大

合唱団ベースパートリーダー） 

・個人個人が「何か」にしっかりなりきれていて、とても心地よかった。ソロ人

の演技力の高さは、とても素晴らしいと思った。フクロウの大将のキレが良すぎ

（笑）（20 歳・男・千葉大合唱団） 

・楽友の色がよく出ていました。群読お疲れ様です。（19 歳・男・千葉大合唱

団） 

・声が聞き取り易く、ストーリーもしっかり伝わりました。演出も分かり易く面

白かったです。（20 歳・男・千葉大合唱団） 

・世界に引き込まれました。素晴らしかったです。（19 歳・男・千葉大合唱団） 

・徐々にテンションが上がり、とてもいい感じでした！（23 歳・男・千葉大合

唱団・響・Kuukai） 

・1 人 1 人が本当にいきいきしているように感じました。劇の世界観を感じるこ

とが出来ました。良かったです。（18 歳・男・千葉大合唱団） 

・面白―いっ！本当に本当に圧倒されました！とても面白かったです！群読や歌

の時に言葉がはっきり伝わってきて、難しいのは分かっているので、本当にすご

いなと思いました。そして 1 人 1 人がとても輝いていました。もちろんソロも

良かったです！本当に面白かったです！（19 歳・女・千葉大合唱団・青い鳥） 

・本当に感動しました。僕もやりたいです。（20 歳・男・千葉大合唱団・Kuukai） 

・動きがついても歌がそれにつられてなかったのがすごいですね。お疲れ様でし

た！！（22 歳・女・千葉大合唱団） 

・文ちゃん良かったっす。柴田さんが面白かったです。（22 歳・男・塾生・落

語研究会） 

・とても楽しめました。毎年楽友特有の「ノリ」を楽しんでます。同時に、もの

すごく参考になりました。（22 歳・男・千葉大学合唱団 4 年 Bass 横内） 

・群読がよく聞こえたので、すごいと思いました。（19 歳・男・千葉大合唱団） 

・役の人のセリフ・動き・歌がよかったのは勿論、コロスノ動きが 1 人 1 人は

っきりしていて良かった！（18 歳・男・千葉大合唱団） 

・ソロの曲が多くて、劇として楽しみやすい舞台だった。原作も宮沢賢治の話と

いうこともあってそこまで難しい言葉もなく理解しやすかった。（19 歳・女・千

葉大合唱団） 

・見ていてとても楽しかったし、ウキウキでした。1 人 1 人の表現力のすごさに

感嘆した！！（18 歳・女・千葉大合唱団） 

・すごかったです。1 人 1 人が映えていて良いと思いました。（18 歳・女・千

葉大学合唱団） 

・とても面白かったです！楽しすぎて上手く言葉に出来ません（笑）（19 歳・女・

千葉大合唱団） 
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・すごいエネルギーを感じました。もともと好きな作品でしたが、更に大好きに

なりました！（20 歳・女・千葉大合唱団） 

・かしわの木一本いっぽんがとてもいきいきしていて良かったです。絵描きさん

の声すごいいい声ですね。（20 歳・女・千葉大合唱団） 

・とても楽しくて面白かった。もっともっと見たいような気になりました。本当

に良かったです！！お疲れ様です！（21 歳・女・千葉大合唱団） 

・演技力の高さに脱帽です。体動かしながらホール全体に聞こえるように歌うの

ってすごく大変そうでしたがしっかり響いていて素晴らしかったです。（21 歳・

男・塾生・慶大＆日本女子大コールメロディオン） 

・幻想的なけんじ world でした！演技が、演技ではなく、物語で見入ってしま

いました。（21 歳・女・学生） 

・このような舞台を初めて観ました。観て聴いて楽しいステージでした。（21 歳・

男・明治大混声さわらび） 

・演出、仕上がり等素晴らしかったです！笑わせるポイントがあるとなお良かっ

たと思います！（21 歳・男・明治大混声さわらび） 

・とても楽しいステージでした。カラフルで明るくて、楽しい時間を過ごせまし

た。（21 歳・女・宇都宮大混声） 

・素晴らしい演出でした。表情も活き活きしていて楽しかったです。全部覚える

のは大変だったでしょう（笑）楽しい時間をありがとうございました。（20 歳・

男・明治大グリークラブ） 

・全体的にとても面白かったです。あと河野君の退場の時の投げキッスが気持ち

悪かったです（笑）（21 歳・男・東京学芸大生） 

・すごかったです！！！合唱団ですが演技、発声が上手い（笑）最初から最後ま

でずっと楽しませていただきました。素敵なステージありがとうございます。

（20 歳・女・大妻女子大合唱団） 

・歌、振り、演奏どれも素晴らしかったです。時間があっという間でした。（20

歳・女・塾生・ワグネル女声） 

・楽しそうでしたー！楽しかったです♪（21 歳・女・塾生） 

・一体感のある演技でした。原作は読んだことがありませんでしたが、雰囲気は

テーマによくあっていたように思います。訓戒的なストーリーが活きていると感

じます。（20 歳・男） 

・少し早口だったので聞き取れないセリフがありました。テンポが速すぎるので、

もう少し間を使った方が良かったと思います。ソロの方がみんな歌が上手で驚き

ました。演出、演奏共にとても楽しめました。ふくろうの大将さん歌も踊りも上

手でした！！（20 歳・女・埼玉大合唱団） 

・珍しい形でしたが、合唱のところはしっかりと響いていて良かったです。ただ、

「普通の合唱曲でも楽しめるかな？」とも思いました。（19 歳・男・埼玉大合唱

団） 

・とても完成度が高いですね！非常に楽しめました。にせがねメタルの子が上手

かったです。結婚して下さい。（21 歳・男・東大白ばら会） 

・とにかくすごかったです！歌もダンスも演出もすべて上手で尊敬します…！宮

澤賢治作品独特のファンタジックな雰囲気がとても出ていて見ていてとても楽

しめました。また来年も来たいです！（20 歳・女・お茶の水女子大生・東大白

ばら会） 

・すばらしかったです。みなさんがとても生き生きしていて引き込まれました。

昨年「ごんぎつね」を観てから今日をずっと楽しみにしていました！！ステキな

ステージありがとうございます。（21 歳・女・お茶の水女子大生・東大白ばら会） 

・定期演奏会のイメージとは違ったが魅了された。（19 歳・男・東大白ばら会） 

・めちゃくちゃ面白かったです！！！びっくりしました。チケ交でなくても来た

いと思いました。（19 歳・女・お茶の水女子大生・東大白ばら会） 

・ミュージカルの観●（編責者が読み取れず）は初めてでしたのでとても新鮮で

した。歌だけでなくセリフも良く届いてとても良かったです。（20 歳・男・東大

白ばら会） 

・1 人ひとりソロでも上手くてすごいです。6 等星のソプラノの方、素晴らしい。

（21 歳・男・東大白ばら会） 

・内容をつかむのに少し時間がかかりましたが、良かったと思います。（20 歳・

女・日本大合唱団） 

・最高のステージでした。全員の言葉も聞き取り易くとても楽しめました。皆様

お疲れ様でした。（22 歳・男・日本大合唱団） 

・非常におもしろかったです。それぞれのソロも素敵でした。（20 歳・女・日本
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大合唱団） 

・演じていても、ブレることなく歌い上げていたのが素晴らしいと思いました。

舞台をまんべんなく使用していたり、照明を多く使っていたりと、演出も素晴ら

しかったです。（20 歳・女・中央大こだま会） 

・ステージ中、合唱のコンサートを聴きに来たことを忘れるくらい素晴らしいス

テージでした！合唱の一つ一つが素晴らしいだけでなく、1 人 1 人の声や演技が

細かく、お金を払ってでも来る価値のある演奏会だと思いました。（20 歳・男・

上智大アマデウスコール） 

・とても楽しく観させて頂きました。まに、solo の 1 人 1 人がとてもお上手で、

本当にすごいなと思いました。（20 歳・男・上智大アマデウスコール） 

・プロの舞台を観ているようでした。本当に感動しました！！（21 歳・男・上

智大アマデウスコール） 

・とても面白かった。ナレーションとセリフの声の切換もうまいし、歌（バック

の）もしっかりできていて完成度がかなり高かったと思う。単に合唱のみに限ら

ないところがすごかった。（19 歳・女・東京外大コールソレイユ） 

・昨年のごんぎつねを考慮すると、どこかしらでネタを入れてくるのかと身構え

ていましたが、逆に劇に引き込まれてしましました。（20 歳・男・東京外大コー

ルソレイユ） 

・迫真の演技に見入ってしまいました。絵画き清作の背中をつかむ／はなすのと、

化物の登場シーンの布のうねりが凄かったです。（20 歳・男・東京外大コールソ

レイユ） 

・宮澤賢治の世界観がよく出ていて面白かったです。（役名と）中心人物をやっ

ていた方の名前が分かればいいのにと思います。たのしかったです！（19 歳・

女・東京外大コールソレイユ） 

・演出がよかった。（19 歳・男・東京外大コールソレイユ） 

・演出と音楽がとても噛み合っていました。（21 歳・男・東京外大コールソレイ

ユ） 

・演出、演技すごく素敵でした！歌もしっかりしていて良かったです。（20 歳・

女・東京外大コールソレイユ） 

・ブラボー！！（21 歳・男・塾生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・にぎやかで楽しかったです。「見せる」演出だったと思います！（19 歳・男・

塾生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・ふくろうの隊長がかっこよかったです！！とても面白かったです。（19 歳・女・

国立音大生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・ふくろうの団長がイケメンでした♡♡声も踊りも格好良かったです！！（18

歳・女・国立音大生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・面白かったです。声が聞き易かったです。（18 歳・女・国立音大生・慶大理工

＆国立音大コールマイヤー） 

・1 人 1 人が生き生きとしていて、とても楽しかったです！！（21 歳・女・学

生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・歌だけでなく演技もおどろきました。（20 歳・男・塾生・慶大理工＆国立音大

コールマイヤー） 

・この舞台が見られて感激です。合唱の大きな可能性を実感しました。（22 歳・

男・山梨大合唱団） 

・しまさんが「今年の楽友会はすごい！！」と度々、口にしていた理由が分かり

ました。演出、演技、歌、圧巻でした。とにかくすごかったです。さんさ踊り圧

巻です。（20 歳・男・横市大混声・樹の会「かなみ・ゆうか・Nekko」） 

・松本おつかれ！1～10 の等賞のくだり、ふくろうの所が 1 人 1 人際立ってい

て素晴らしかった。（23 歳・男・横市大混声） 

・圧巻でした。ブラボー♡（19 歳・女・横市大混声） 

・劇団楽友会になって下さい（22 歳・男・横市大混声） 

・1 人 1 人のソロも声がホール全体に響いていて、すごくよかったです。全員で

歌うところも迫力がありました。（21 歳・女・横市大混声） 

・本当に面白かったです。1 本 1 本のかしわの木がとても活き活きとしていてと

ても楽しそうで新しい楽友を感じました。素晴らしかったです。（22 歳・女・横

市大混声） 

・始めはなかなかついてゆけず（笑）、とまどいを感じました。しかし、気が付

くともう楽友会ワールドと言いますか、すっかり皆様の世界に引き込まれ、歌詞

カードを見ることも忘れ夢中になっておりました！（21 歳・女・大妻女子大合

唱団） 
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・全体的には好演だったと思います。特にコーラス部は良かった。残念ながらセ

リフ部分が聞き取り難かった（会場では２F）（69 歳・男・楽友三田会合唱団） 

・うん（46 歳・男・楽友会 OB） 

・とても良かったです。我々学生（２３期）の時と違って楽しく、素晴らしく１

人１人が活き活きと、そしてその集合体として素晴らしく統一性があり、素晴ら

しかった！（59 歳・男・楽友会 OB） 

・面白かったです！！歌もかわいかったし演出も素晴らしかったです☆☆感動―

♡（20 歳・女・塾生） 

・演出がとても良かっと思います。セリフと歌のバランスが良くとても感動しま

した。ソロパートの皆さんもとても良かったです。特に主人公の 3 人は素晴らし

かったです。お疲れ様でした。（45 歳・女） 

・森の静寂とざわめきの対比（？）が感じられた。森は生きている！と感じた。

（21 歳・女・北里大生・ICU 混声） 

・個人個人の歌唱力が高くてびっくりです！すごく良い出来でした。特に絵描き

役の人がホントにうまかった！素晴らしかったです。森の景色が良く思い出され

て良かったです。（22 歳・女・中央大こだま会） 

・良かった（一番）！（50 歳・男・会社員） 

・とりあえずすごかったです！すばらしい！！ストーリーよく分かんなかったの

ですが…（21 歳・女・青学大 GH） 

・ここ 3 年間で一番面白かったです。（51 歳・女） 

・面白かったです。かなり時間をかけて練習されたんだなと思います。団員の皆

さん楽しそうでした！（21 歳・女・青学大 GH） 

・色々な意味で新鮮でした。コンセプトが分かりずらかったです。（20 歳・男・

東洋大白山グリー） 

・練習はとても大変だったと思います。ですが、そのぶんものすごくよく作りこ

まれて、見入ってしまいました。すごく良かったと思います。ありがとうござい

ました。（19 歳・男・東洋大白山グリー） 

・非常に楽しいステージでした。全員での語りが聞こえにくかったのが惜しかっ

たです。全員での歌は素晴らしかったです。（22 歳・男・中央大こだま会） 

・面白かったです！毎年楽しみです♡（20 歳・女・青学大 GH） 

・すごく凝った演出で楽しかったです。一緒に歌いたくなったり、声をあげたく

なるようなとても引き込まれそうなステージでした。（20 歳・男・大正大合唱団） 

・雄大な世界観で、とても楽しかったです（22 歳・男・大正大合唱団） 

・清作が終始何を言っているのか分からなかった。それ以外の人は特にないです。

（23 歳・男・明治大混声さわらび） 

・合唱なのに劇をやっていて色々な手心を加えて人を飽きさせない工夫があり誰

でも楽しめるようになっていて、とても良かったです。（20 歳・男・明治大混

声さわらびコール） 

・おもしろかったです。（21 歳・女・法政大アカデミー） 

・シアターピース目当てで来ましたが予想以上に楽しめました。かしわの木たち

のソロがみんな素晴らしかったです。あとふくろうの大将の役作りが最高でした。

（法政大アカデミー） 

・素晴らしかったです。（19 歳・女・法政大アカデミー） 

・動きがつているのに、歌がぶれていなくて、上手だと思いました。セリフに関

してはもっと全員、ひとりひとりが大きな声だったら迫力も増したんじゃないで

しょーか！とても面白かったです！（22 歳・女・千葉大合唱団） 

・楽しかった！それしか言えないです。（18 歳・女・千葉大合唱団） 

・最後までひきつけられるステージでした。とても良かったです。（22 歳・男・

千葉大合唱団） 

・大勢で台詞を言う難しさが分かりました。（19 歳・男・千葉大合唱団） 

・光がよかった（21 歳・男） 

・すごく面白かったし、感動しました！合唱好き、ミュージカル好きとしては、

やりたくってムズムズしながら見ていました。皆さん器用でお上手で、努力がう

かがえました！来年も、チケ交じゃなくても来たいと思います！岸川先輩、さそ

って下さい！笑（20 歳・女・立教大グリー） 

・とても面白かったです。ミュージカルやオペラは観劇したことがあるのですが、

こういったナレーションも自分たちで語る音楽劇は初めてです。一体感のある歌

が独特の雰囲気を醸し出していました。踊りも綺麗でした。小道具や人物がいつ

舞台上に現れ、消えたのか全く気付かずすごかったです。（20 歳・女・立教大

グリー） 
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・全ステージの中で一番自然で、明るくやわらかい響きのある発声でとても美し

かったです。ユニゾン（←声のタイミングやピッチ全て）がぴったりそろってい

て思わず息を飲むという感じでした。感動をありがとうございました。（19 歳・

女・立教大グリー） 

・すごく楽しかったです。演出（動きやおどり）も歌（ソロや合唱）もどちらも

本当に素晴らしかったです。（19 歳・女・立教大グリー） 

・一体どんなステージになるのか…と思っていたので、正直最初はとても驚きま

した。が、全ステージの中で最も、1 人 1 人がイキイキとしていたように思えま

した。良かったです。ただ正直ちょっと長いです。（20 歳・女・立教大グリー） 

・とても面白かったです！！また、ソロの方々も素敵でした！！（20 歳・女・

宇都宮大混声） 

・絵書きさんの声がすきとっていてのびていてすごくよかったです。プロみたい。

（55 歳・男） 

・ソリストさんも 1 人 1 人レベルが高くてセリフもそろっていたので練習して

きたのが伝わってきました。（19 歳・女・法政大アカデミー） 

・ストーリーの面白さと歌の上手さがミックスされて素晴らしかったです（女） 

・とても素晴らしい舞台でした。このような形で宮澤賢治の世界を味わう日が来

ようとは思ってもいませんでした。（21 歳・女・塾生・慶應義塾コレギウムム

ジクム） 

・それぞれのソロも良かったし楽しかった。（50 歳・女） 

・初めて見ましたが、とても楽しい舞台で良かったです。（50 歳・女） 

・合唱ってこういうことできるんですね！見てすごく良かったです！！！（20

歳・男・塾生） 

・すごかったです！楽しかったです(^^)（21 歳・女・塾生） 

・新しい形でとても面白かったです。（21 歳・女・塾生） 

・見ていて自然と笑顔になれるような楽しい劇でした。楽しかった。絵かきさん

がとても表情豊かで凄いなと思いました。（20 歳・男・塾生） 

・すごい！！ミュージカルとも違うし、いわゆる合唱でもないし、感動しました。

楽しかったです！！個人的に、絵描きの方の声がすごく好きです。（21 歳・女・

塾生・文学部） 

・「ここまでやるのか！？」とレベルの高さに驚きです。歌も演技も美しかった

です。感動しました。みなさんの努力が伝わってくるそんなステージでした。絶

対に次も来ます！！（22 歳・男・塾生・文学部） 

・宮澤賢治の独特の世界観を見事に表現していたのではないかと思います。（22

歳・男・塾生） 

・THE 宮澤賢治の世界でした。（20 歳・女・塾生） 

・笑ってしまうところも多々ありとても楽しく見聞きさせていただきました。

（21 歳・女・塾生） 

・楽しかったです！毎年このステージが楽しみですが、今年も期待以上でした！

（21 歳・女・塾生・文学部 3 年） 

・素晴らしすぎる！高校の時演劇で宮沢賢治をやろうとして上手くいかなかった

のですが、これが一つの完成形なのだと思いました。衣装がすごい！お見事でし

た。ありがとうございます！（23 歳・男・塾員・消防関係） 

・高校時代は演出で立つことさえもできなかった子が立派に主役を演じていて本

当に感動しました。最高でした。S 浦さんにぴったりの役だと思いました。（21

歳・女・早大生） 

・とっても楽しかったです。役者がたくさんいますね。もっとこんな音楽劇を見

てみたいです。生き生きしてました。楽団すばらしかった！（女・音楽科教員） 

・すごい楽しかったです。演奏もすごくうまくて、すばらしかったです。（19 歳・

男） 

・文ちゃんのがんばりがすてきでした。皆さんの息が合ってて見てて気持ち良か

ったです。（20 歳・女・塾生・理工学部物理情報工学科） 

・よく全員で練習を重ね、今日の演奏会にのぞまれた成果があらわれて素晴らし

かったです。楽器、振り付け、合唱が大変マッチしていました。（55 歳・女・主

婦） 

・とても面白くて、光さんらしい作品でした。カーニバルの楽しさがとてもクロ

－ズアップされていて良かったです。（43 歳・男・学校事務） 

・感動しました。良い時間を過ごすことが出来ました。（51 歳・女・保育士） 

・ここまで仕上げるのは大変だったことと思います。すてきなステージでした。

（24 歳・女・会社員） 



 23 

・皆さんの楽しそうな雰囲気がこちらにビシビシ伝わりとても楽しめました。オ

レンジの 3 人組の曲の所では鳥肌が立ちました！最後舞台に赤いボウシだけが

残っている構図はたまらなく好きです。（21 歳・男・首都大東京生） 

・楽しい企画で、すばらしい出来でした。（52 歳・男・会社員・大久保混声合唱

団） 

・感動しすぎて言葉が出ません。ありがとうございました。（21 歳・女・大東文

化大生） 

・セリフがよくとんでいたと思います。（19 歳・女・青学大ＧＨ） 

・素晴らしかったです。皆楽しそうに役になりきっていましたね。（52 歳・男） 

・大変愉快な、楽しい音楽劇でした。セリフ、歌詞。踊りの暗記力には感心しま

した。（74 歳・男・杉並三田会コーラス同好会 Viento） 

・すばらしい舞台に感激しました。絵かき、ブラボー！！（49 歳・男・会社員） 

・とても楽しかったです。お疲れ様でした。（19 歳・男・立教大グリー・杉並区

民） 

・とても面白かったです。こういうのがあると楽しめて良いですね。（21 歳・男・

立教大グリー） 

・長かった。リラックスしてるせいか、動いて歌った方が脱力できて歌えてまし

たね。（20 歳・男・立教大グリー） 

・会場の●●（編責者が読み取れず）が仕方ないのかもしれないが、途中青の照

明がまぶしかった。それ以外は●●（編責者が読み取れず）に楽しめて、ソロも

上手だったので良いステージでした。（19 歳・男・立教大グリー） 

・全員でナレーションするとき少し聞き取り難いところがあった絵描きの役の人

がすごい演技が上手かったと思う。フクロウの EXILE、化物 3 人組かわいいで

す。（22 歳・男・立教大グリー） 

・とても面白かったです。時間長すぎでした。もう少し分かり易い内容の劇だと

良かったです。（22 歳・男・立教大グリー） 

・すごく面白かったです。1 人 1 人の歌も踊りもとても上手で楽しかったです。

ときどき何と言ってるか分かんない人や、みんなで何か言う時が分からなかった。

（22 歳・女・中央大こだま会） 

・実に奇想天外で、愉快なステージでした！もっともっと見ていたかった…。時

間をわすれましたね。言葉もすごくききとりやすかったです。（21 歳・男・法政

大アカデミー・Voces Veritas） 

・すばらしかったです。（21 歳・男・法政大アカデミー） 

・ソリストの 1 人 1 人の技量がすごいなと思いました。（20 歳・男・法政大ア

カデミー） 

・プロ顔負けの演奏会でした！！眼鏡を落とした彼の冷静な対応が良かったです。

（21 歳・女・法政大アカデミー） 

・合唱劇をみたのははじめてだったのですが新鮮でとても楽しかったです。（22

歳・男・明治大混声さわらび） 

・面白かった。完成度は高いと思う。楽しかったです。（20 歳・男・明治大混声

さわらびコール） 

・すばらしかったとしか言いようがないです。もはや感動を通り越して尊敬の念

を憶えました。3 年間連続で来ているのですが今年が一番すばらしかったと思い

ました。これからもがんばって続けて下さい。（20 歳・男・青学大ＧＨ） 

・歌も声も演出も、ありきたりな言葉になりますがすごかったです。楽しませて

いただきました！！（19 歳・女・横市大混声） 

・楽器のアンサンブルがあり、新鮮な気持ちで聞けました。最初の曲のあとまり

といい、基本がしっかりできているから、素敵なハーモニーが生み出せるのかと、

感動しました。全員で喋るタイミングが完ぺきになるともっと良いと思いました。

（人数が多いので相当難しいとは思いますが…）（19 歳・女・横市大混声） 

・すごく楽しそうで活き活きとしていてひきこまれました。ダンスも息も皆ぴっ

たりで、大人数を音楽と歌のコラボもとても合っていました。（19 歳・女・横

市大混声） 

・まず長いセリフをすらすら言えてすごいと思いました。たまに大人数でセリフ

を言うところがるが、もう少し少人数でもいいと思う。また、最初の曲に入るま

での前フリが少し長すぎるかなと思いました。文章中にうたをおりまぜる感じな

ので、ついつい歌が単調に聞こえがちな所があった。「ねこのうた」の大だいこ

が効果的だった。メタルをあげているところの途中から少しお客さんに見せると

いうより、身内で楽しんでいる感じがした。六とうしょうの人上手だった。高音

がきれい。九とうしょうのソロの人はきれいでしたが少し発音があいまいな所が



 24 

あった。黒砂糖のような甘ったるい声は分からないがよくようがついててよかっ

た。「おつきさん～おっほほほほほほん。」の歌は楽しそうで好き。後半の方は普

通のセリフの所も歌にしていたから、前半ももう少し歌が多いといいと思う。化

物世界の方々ステキです…。化物世界の農作業の時の照明によって皆さんの影が

後ろに映っているのが雰囲気があってよかった。あと、霧っぽく見せる部分も効

果的だった。楽器は普段はピアノ位しか使わないので新鮮な感じがしたがとても

効果的に要所要所で使われていてよかった。また、舞台上を去る所で演目という

感じの演出ですてきだった。（19 歳・女・横市大混声） 

・演出がすごいと思った。役になりきっていて、ひきこまれるように見ることが

できた。（19 歳・女・横市大混声） 

・すごい！！初めて見させてもらいましたがこんなにレベルが高いとは思ってい

ませんでした。すてきな演奏ありがとうございました！！！！！（20 歳・女・

青学大ＧＨ） 

・清作は歌（一つ目）を歌っていた人の動きがきれいでした。支えを保ったまま

おどるのはむつかしいと思います。がんばって下さい。（19 歳・女・青学大ＧＨ） 

・良く練習しましたね。大学時代の良い思い出となったことでしょう。（69 歳・

男・杉並三田会・ワグネル OB 合唱団） 

・シュプレヒコールが多かったので少々疲れました…各個人技には拍手を送りた

い。（21 歳・男・成城大合唱団） 

・飽きずに楽しく見れました。上手いねぇ！上手いねぇ！！！（20 歳・男・成

城大合唱団） 

・とても面白かったです。演出も歌もクオリティが高くてびっくりしました。（19

歳・女・成城大合唱団） 

・背筋が皆ピンとしていて、歌だけでなく、踊りも楽しめました。（22 歳・男・

立教大生） 

・歌詞がもう少し聞き取りやすいと良い。（55 歳・男・会社員） 

・本当に面白くて、クオリティも高くて、本当に素晴らしかったです。いいもの

を見ました。私もこういうのを、やりたかったなあ…（19 歳・女・東京女子大

生・東大コーロソーノ合唱団） 

・この年にしてはじめて宮澤ケンジの良さがわかったようなー。いいパフォーマ

ンスでした。（48 歳・男・会社経営） 

・楽しく見て聴くことができました。おもしろく宮澤賢治の世界にひきこまれま

した。とても良かったです。（48 歳・女） 

・とても素敵な演出のたのしい舞台でした。1 人 1 人の実力がすばらしい。（50

歳・女・主婦） 

・皆さんの笑顔がステキで見ている私もとても楽しい気持ちになりました。ソリ

ストさん良い声してますね♪（22 歳・女・昭和音大生） 

・生き生きしてた。とても楽しそうに演じているので見ている方も自然と笑顔に

なった。絵描きよかったよー！（21 歳・女・国立音大生） 

・画かき役の方、とても上手いと思いました。台詞とナレーションの差がもう少

しあればより良いと思います。（21 歳・女・白百合女子大グリー） 

・最初、なかなか歌が始まらないので、どんな感じで進んでいくんだろうとドキ

ドキしました。みなさん、セリフが完璧でとてもうまかったです。特に、画かき

の「よし、はじめ」の言い方が好きです。身ぶりなども加わって長い間大変だっ

たと思います。お疲れ様でした！！（21 歳・女・白百合女子大グリー） 

・柏の木の歌が面白かったです。動きも独特で、面白い世界観だなと思いました。

（21 歳・女・白百合女子大グリー） 

・初めて、ミュージカルを見ました。舞台に一体感がありました。動きにキレが

あり、あっという間に時間が過ぎました。（18 歳・女・お茶の水女子大生・東大

白ばら会） 

・皆さんが楽しそうに演じておられたので、見ていても気持ち良かったです。（21

歳・男・塾生・杉並区民） 

・すごく面白かったです。木に見えました！！（21 歳・女・塾生） 

 

【Ⅲ】その他、お気づきの点や団員にメッセージなどございましたらお聞かせく

ださい。 

・毎年チラシ・パンフレットでお世話になりました。これからも美しい歌声を楽

しみにしています。（25 歳・女・デザイナー見習い・楽友会 OG） 

・塾歌良かったです！！（23 歳・女・商社・楽友会 OG） 

・カーテンコール？で役柄毎に並んでもよかったのではないかと思います。（22
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歳・男・塾生・松原混声合唱団） 

・次の自分の舞台へ刺激を受けました。お疲れ様です。ありがとうございました。

（28 歳・男・村松フルート製作所・名前のない合唱団・絹の道合唱団・益良男

グリー・混声合唱団アミーゴ） 

・音楽の持つ力をこれからも発揮し続けて下さるよう、願います。素晴らしいで

きばえでした。ありがとうございます。さすが林光さん！ですネ。（70 歳・男・

杉並区民） 

・団員の皆さんが、すごく頑張ってらして、輝いて見えました。素晴らしかった

です。クリスマス近いからクリスマスソングほしかった（18 歳・女・塾生） 

・ご盛会おめでとうございます。チケ交で来れるなんて幸せです。来年もぜひよ

ろしくお願いします♡（20 歳・女・成城大合唱団） 

・りなー♡♡おつかれさま、すごく良かったよー！！！学生最後の演奏会がこん

なステキなもので良かったね♡幸せをありがとう。ちぃ（22 歳・女・一橋大生） 

・ご盛会おめでとうございます（19 歳・女・成城大合唱団） 

・アンコール聞きたかったです。（22 歳・男・成城大合唱団） 

・ご盛会おめでとうございます。（20 歳・男・成城大合唱団） 

・パート紹介、演奏曲目はパンフレットと一緒に載せてほしいです。かさばるの

で。また各会員の写真も見たいです。（青学大 GH） 

・横のドアが開けっ放しで、客の方に閉めさせてしまっていたのが残念でした。

（21 歳・男・青学大 GH） 

・時間のない中、よくお稽古されているなと感心しました。頑張って下さい！（47

歳・女） 

・ご盛会おめでとうございます。しまさんからも「今年の楽友は違うぞ！」と聞

いていましたが、たくやさんの mixi の日記も見ましたが、本当に凄かったです！

素敵な演奏を本当にありがとうございました。来年も期待しています。（21 歳・

女・横市大混声） 

・ご盛会おめでとうございます！！（19 歳・男・横市大混声・奏） 

・お疲れ様です(^^)こういう形の演劇もあるんだなと勉強になりました！面白か

ったです。（19 歳・女・塾生・杉並区民） 

・演奏曲目の小冊子が落丁していたのが少し残念でした。（22 歳・男・東大白ば

ら会） 

・栗友会団体に招待状を出すのはやめていいと思います（しかも、本状で何名様

でも、なんて…）、それより、各団の練習見学に来てチケットを売った方が集客

に繋がると思います。るふらん、カロスにも招待状きましたがみんなチケット買

ってます。第九練でチケット売ったら休憩の 10 分程度で 30 枚すぐ売れたでし

ょう？みんなそれだけ期待して応援しているのです。めったにアンケートは書き

ませんが、今回はこれだけは言いたかったので。（40 歳・女・コーロカロス・る

ふらん） 

・合唱団「響」に遊びに来て下さい！（52 歳・男・公務員・栗友会「響」） 

・どのステージも完成度が高くて素晴らしかったです。ご盛会おめでとうござい

ました。（20 歳・女・明混） 

・御盛会おめでとうございます。（20 歳・女・明治大混声） 

・おもしろかったでした。（20 歳・男・早大生） 

・又これからも頑張って下さい（45 歳・女） 

・演奏会のご成功、心よりお喜び申し上げます。私も一緒に踊りたい。（23 歳・

女・千葉大合唱団） 

・まつもお疲れ様！ユークンより（22 歳・男・宇都宮大混声） 

・里菜お疲れ＼(^o^)／また集まろうね☆（19 歳・女・白梅学園大生・Voces 

Fidelis・杉並区民） 

・素敵な演奏会でした！楽しかったです！（21 歳・女・明治大混声さわらび） 

・3st は、やっている人も楽しそうで良かった。（20 歳・男・明治大混声さわら

び） 

・せっきー卒団おめでとう！チケット交換で来ました。とっても楽しい演奏会あ

りがとうございました！志村（22 歳・女・明治大混声さわらび） 

・なんだかすごくイケメンの人が居ました。名前は分からないんですけど、テノ

ールで 2 年で塾高出身で経済学部で今年から楽友会に入った人だと思います。そ

ろそろ決断した方がいいと思いますよ。（20 歳・男・塾生） 

・この 4 年間、楽友会のみなさまからは、本当に多くの事を学ばせていただきま

した。またいつか、どこかで会えるといいですね。初代六連庶務 麦田（22 歳・

男・明治大混声） 
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・ご盛会おめでとうございます！！（21 歳・男・明治大混声） 

・ご盛会おめでとうございます。本日はありがとうございました。（20 歳・男・

中央大こだま会） 

・ご盛会おめでとうございます。（21 歳・男・明治大混声） 

・外で待たすのは正直ちょっと…。パンフのサイズが小さくてビラが扱いにくい

です。ご盛会おめでとうございます！来てよかったです！（21 歳・男・明治大

混声） 

・杉山さん、川端君、山口さん、団員の皆様、本日はご盛会おめでとうございま

す。とても良い演奏会でした！！（22 歳・女・明治大混声） 

・大川さんが輝いていました。ご盛会おめでとうございます。（21 歳・男・中央

大こだま会） 

・とても勉強になりましたし、いい刺激を受けさせていただきました。宇大の定

演にもぜひお越し下さい。（19 歳・男・宇都宮大混声） 

・本日は御正解おめでとうございます。力を貰いました。千葉大の演奏会もぜひ

お越しください。これからも何卒切磋琢磨していきましょう。（22 歳・男・千葉

大合唱団ベースパートリーダー） 

・大好きな合唱団です。仲良くなれて良かったと心から思います。（20 歳・男・

千葉大合唱団） 

・お疲れ様でした。（20 歳・男・千葉大合唱団） 

・素晴らしい定期演奏会でした！！これからも頑張って下さいね！マリスステラ

コンサートでは一緒にがんばりましょう。ありがとうございました！（19 歳・

女・千葉大学合唱団・青い鳥） 

・千葉大定演もよろです（笑）（22 歳・女・千葉大合唱団） 

・素晴らしかったです！（18 歳・男・千葉大合唱団） 

・大妻出身なのですが大妻の方がいて嬉しくなりました。（18 歳・女・千葉大学

合唱団） 

・マリスステラ頑張りましょう。ホスト校として激しく働くので応援お願いしま

す(^^)かしわばやし見たかった…電車の都合で途中で帰ります。ちくしょう！電

車！！…1 月 14 日すみだトリフォニーでお待ちしています。（19 歳・女・千葉

大合唱団） 

・チラシは配ったけどチケットはあんまり減らなかった…申し訳ない…（21 歳・

男・塾生・慶大＆日本女子大コールメロディオン） 

・ありがとうございました！（21 歳・女・学生） 

・今日はお疲れ様でした。来年も聴きに来たいです。これからも日々頑張って下

さい！！（21 歳・男・明治大混声さわらび） 

・本日はご盛会おめでとうございました。山内さん、チケットの件、ありがとう

ございました。（20 歳・男・明治大グリー） 

・ご盛会おめでとうございます！（20 歳・女・大妻女子大合唱団） 

・こんなに楽しくて時間を忘れたのは久しぶりだった。感動して少し泣いてしま

った。また来たいと思います。（22 歳・男・塾生） 

・素晴らしい演奏ありがとうございました！お疲れ様でした。（20 歳・女・塾生・

ワグネル女声） 

・お疲れ様でした！美しくていやされました(*^_^*)（21 歳・女・塾生） 

・(>_<)合唱団の鏡でした。（20 歳・男） 

・とても楽しかったです、ありがとうございました！！（20 歳・女・埼玉大合

唱団） 

・全体的に良い定期演奏会でした。響きは美しいし、構成も楽しかったです。こ

れからも頑張って下さい！！（19 歳・男・埼玉大合唱団） 

・1、２ステの選曲がもっと変化があったら更に楽しめたかも知れませんが、上

手でした。お疲れ様でした！（21 歳・男・東大白ばら会） 

・あっという間に終わってしまったと感じるくらいのすばらしいステージでし

た！素敵な時間をありがとうございました。本日はご盛会おめでとうございま

す！（20 歳・女・お茶の水女子大生・東大白ばら会） 

・ブラウスがぐちゃっとなっている女の人が多いのが気になりました。3 ステ凄

かったです。すてきな時間をありがとうございました。（19 歳・女・お茶の水女

子大生・東大白ばら会） 

・おくの青のライトがまぶしかったです。（20 歳・女・日本大合唱団） 

・ご盛会おめでとうございます！（20 歳・女・中央大こだま会） 

・ご盛会おめでとうございます。です丸おつかれ！個人的にふくろうはツボでし

た w村田
ニ コ

直
ラ

紀
イ

（20 歳・男・上智大アマデウスコール） 



 27 

・1 ステ、2 ステ共に長めの曲が連続で来るのが少し疲れました。もう少し長め

の休憩が欲しかったと思います。（20 歳・男・東京外大コールソレイユ） 

・おつかれさまでした。（19 歳・女・東京外大コールソレイユ） 

・ご盛会おめでとうございます。（18 歳・女・国立音大生・慶大理工＆国立音大

コールマイヤー） 

・お疲れ様でした。楽しかったです。ありがとうございました。（18 歳・女・国

立音大生・慶大理工＆国立音大コールマイヤー） 

・すてきな演奏会ありがとうございました！！（21 歳・女・学生・慶大理工＆

国立音大コールマイヤー） 

・ピアノ伴奏の曲も聴きたいです。（20 歳・男・塾生・慶大理工＆国立音大コー

ルマイヤー） 

・ご盛会おめでとうございます。合唱を愛する同じ学生として、大変励みになり

ました。ありがとうございました。（22 歳・男・山梨大合唱団） 

・ご盛会おめでとうございます！！（20 歳・男・横市大混声・樹の会「かなみ・

ゆうか・Nekko」） 

・さうすもおつかれ！（23 歳・男・横市大混声） 

・ご盛会おめでとうございます。（19 歳・女・横市大混声） 

・怪物さうすがきもかった。皆様お疲れ様です！（22 歳・男・横市大混声） 

・本日はご盛会おめでとうございます。（21 歳・女・横市大混声） 

・ご盛会おめでとうございます。今までで一番面白い演奏会でした！！（22 歳・

女・横市大混声） 

・御盛会おめでとうございます！！夢性に歌いたくなりました（笑）（21 歳・女・

大妻女子大合唱団） 

・ここ数年の中で非常にいい演奏だったと思います。各声部のバランスもいいと

思います。（69 歳・男・楽友三田会合唱団） 

・皆さん１人１人の敢闘営の積み重ねのように思いました！ありがとう！（５９

歳・男・楽友会 OB） 

・合唱の楽しさを純粋に追いかけてください。（６４歳・女・楽友三田会合唱団） 

・東久留米三田会の篠田です。本日は素晴らしいステージありがとうございまし

た。（男・東久留米三田会幹事長） 

・お疲れ様です♡楽しませていただきました☆☆来年も見に来るので新体制にな

っても頑張って下さい♪（20 歳・女・塾生） 

・とても良い演奏ありがとうございました。また来年も素晴らしい演奏をお聞か

せ下さい。楽しみにしております。（45 歳・女） 

・坂ちゃんネコかわいかった(=^・^=)♡（21 歳・女・北里大生・ICU 混声） 

・女声、スカートを上げて歩く時は客席側じゃない方を上げた方がいいと思いま

す。客電は暗くした方がステージ間、演奏中のメリハリがつくと思いました。明

るくてびっくりです。歌詞は読みやすいのでよかったはよかったのですが…。ご

盛会おめでとうございます！客席一杯ですごいですね！！うらやましいで

す！！お疲れ様でした。（22 歳・女・中央大こだま会） 

・皆さん 1，2 ステも譜なしでいけそうですね。（21 歳・女・青学大 GH） 

・大王がなりきっていて、良かった。（51 歳・女） 

・開演が少し遅れてましたが大丈夫でした？ドアも開演中あきっぱなしでした。

（20 歳・男・東洋大白山グリー） 

・サイドのドアが開いたまま、演奏をしていたので締め切るか、ドアボーイを付

けるなどの配慮が必要だと思いました。60 回定期演奏会のご開催、誠におめで

とうございます。（19 歳・男・東洋大白山グリー） 

・本日はご盛会おめでとうございます。（22 歳・男・中央大こだま会） 

・ご盛会おめでとうございます。（20 歳・男・大正大合唱団） 

・久しぶりに良い合唱を聞かせて頂きました。全体としてよくまとまっており、

素晴らしい団だと思います。（23 歳・男・明治大混声さわらび） 

・ホールがきれいな上に座り心地がよく自分達でも使ってみたいなと思いました。

ソロみんな上手でした！！（20 歳・男・明治大混声さわらび） 

・エールの入りがとてもきれいでした。女声のスカートの丈がバラバラだったの

が少し気になりましたが演奏はどれも素晴らしかったです。（19 歳・女・法政

大アカデミー） 

・楽しかったです。おつかれさまでした(^^)私たちも頑張らなきゃ―！（22 歳・

女・千葉大合唱団） 

・おつかれさまでした。素晴らしい演奏会でした。（22 歳・男・千葉大合唱団） 

・３rd に力入れてるね（21 歳・男） 
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・去年来れなかったことが本当に残念です。（18 歳・女） 

・岸川先輩、お疲れ様です！すごく良いホールで沢山のお客さんの前で歌ってら

していいなーって思いました！立グリも集客頑張らねばっ！流れてしまってい

ますが、OG 会やりたいですね！また一緒に歌いましょう！塩津薫より（20 歳・

女・立教大グリー） 

・スカート丈、足が出て見えてしまうのは良くないです。ただ、足音は全くと言

って良いほどしてないし、入退場もすばやく、良かったと思います。（20 歳・女・

立教大グリー） 

・赤いシャッポのカンカラカン（55 歳・男） 

・お疲れ様でした。そしてありがとうございました。（21 歳・女・塾生・慶應

義塾コレギウムムジクム） 

・お疲れ様でした。とても良かったです。（50 歳・女） 

・楽しく素晴らしい公演をありがとうございます。皆さんの努力が良かったです。

よくわかりました。（50 歳・女） 

・にっきーのキツネかわいかった（笑）。理工とは思えない！つっちーさんもお

疲れ様です。さすがです！！（20 歳・男・塾生） 

・さきやーん！お疲れ様(^^)すごかった！ホントにホントにお疲れ様♡（21 歳・

女・塾生） 

・きっしーが最高でした！おつかれさま！！☆☆（21 歳・女・塾生） 

・ネネム可愛かったです。（20 歳・男・塾生） 

・私は楽器演奏という形でしか音楽表現したことありませんが、ステージの見せ

方もうまいですね！見習わねば！！（21 歳・女・塾生・文学部） 

・アルトの岸川さん、ゼミに就活にサークル、頑張ってるね！今日のステージは

本当にカッコよかったし、輝いていました。また行くので次も楽しみにしていま

す。4 年竹村ゼミ代表。（22 歳・男・塾生・文学部） 

・きっしー、格好良かったです。（22 歳・男・塾生） 

・とても楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。歌

っていいなと心から思いました。（21 歳・女・塾生） 

・みなさまありがとうございました！ステキな演奏会でした。清作、ネネム、三

本目の若いかしわの木、おつかれさま♡笑来年はオペラグラス持ってきます！

Sugawa（21 歳・女・塾生・文学部 3 年） 

・きっしーおつかれ！目玉にびびった（笑）。（23 歳・男・塾員・消防関係） 

・お疲れ様でした！来年もきます！（21 歳・女・早大生） 

・楽友会の会友でもある、林光氏の曲をもっととり上げてはどうでしょうか。大

変素晴らしい曲がたくさんあります。「生命の木、空へ」「マザーグースの歌」「宮

澤賢治の詩による合唱曲も多数あり」（女・音楽科教員） 

・あっという間の楽しい演奏会でした。杉山さん、お疲れ様でした。（19 歳・男） 

・もうずっと続いていいと思うくらい、「かしわばやしの夜」が好きでした。来

年は 1 時間ずっと音楽劇でいいのではと思ってしまうくらいすきです。（20 歳・

女・塾生・理工学部物理情報工学科） 

・団員 1 人 1 人がお腹からしっかり発声されており歌うことの喜びを体全体で

表されており、感心しました。（55 歳・女・主婦） 

・創太お疲れ！皆さんお疲れ様でした。楽しかったです！（21 歳・男・首都大

東京生） 

・卒業しても混声をつづけたい方、ぜひ大久保混声で一緒にうたいましょう。

（from 団長：加藤）（52 歳・男・会社員・大久保混声合唱団） 

・来年もまた来たいです！本当に感動しました！（21 歳・女・大東文化大生） 

・皆さんの懸命な舞台にただただ感激です。（49 歳・男・会社員） 

・楽譜を持つ手も全体で統一しないのですか。（19 歳・男・立教大グリー・杉並

区民） 

・御正解おめでとうございます。（21 歳・男・立教大グリー） 

・very good！！（20 歳・男・立教大グリー） 

・ご盛会おめでとうございます。（22 歳・男・立教大グリー） 

・演奏会楽しかったです。有難うございました。（22 歳・男・立教大グリー） 

・できれば 1 ステ、2 ステは暗譜してほしかった気もしますが…。しかし 3 ス

テ！すごく良かったです！お疲れ様でした！（21 歳・男・法政大アカデミー・

Voces Veritas） 

・スムーズな入りはけがとても印象的でした。（21 歳・女・法政大アカデミー） 

・楽友って人数増えました？うちの団と同じくらいだと思っていたので、多くて

ビックリしました。（20 歳・男・青学大ＧＨ） 
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・素敵な時間をありがとうございました(^_^)（19 歳・女・横市大混声） 

・御盛会おめでとうございます。（19 歳・女・横市大混声） 

・御盛会おめでとうございます。（19 歳・女・横市大混声） 

・もう少しアンケートの感想を書く欄が大きい方が嬉しいです。ご盛会おめでと

うございます。（19 歳・女・横市大混声） 

・御盛会おめでとうございます。（19 歳・女・横市大混声） 

・昨年も杉並公会堂で開催されていたことを知っていましたが、聴きのがし残念

に思っていました。今年は幸いにも杉並三田会からご紹介があり拝聴することが

できて喜んでおります。益々のご活躍を期待しております。（69 歳・男・杉並三

田会・ワグネル OB 合唱団） 

・本日はご盛会おめでとうございます。モモクロ？（21 歳・男・成城大合唱団） 

・ご盛会おめでとうございます。（20 歳・男・成城大合唱団） 

・ご盛会おめでとうございます。（19 歳・女・成城大合唱団） 

・良く練習した思います。（55 歳・男・会社員） 

・あまり他の演奏会では長い曲だけやることはにように思いますが、短い曲をた

くさん聞くよりも大きな満足感を得られました。本当に良い演奏会でした。あり

がとうございました。（19 歳・女・東京女子大生・東大コーロソーノ合唱団） 

・ありがとうございました。パワフルで元気をもらいました。（48 歳・女） 

・みなさんの笑顔がとてもすてき！！きいている方も楽しかったです。（50 歳・

女・主婦） 

・全てのステージを通してミスなくやりこなすのは想像以上に努力が要るはずで

あるが、それをした団員の方の努力には感心させられる。素人目にも感動した。

（19 歳・男・塾生） 

・どれもとても良かったです。これからも頑張って下さい。（21 歳・男・学生） 

・ずっと音楽を愛して下さいね♡（22 歳・女・昭和音大生） 

・また来年も素晴らしい歌を聞かせて下さい！！（21 歳・女・国立音大生） 

・ご盛会おめでとうございます。（21 歳・女・白百合女子大グリー） 

・ご盛会おめでとうございます。（21 歳・女・白百合女子大グリー） 

・本日は、ご盛会おめでとうございます。（21 歳・女・白百合女子大グリー） 

・また来年も見にきます。（21 歳・男・塾生・杉並区民） 

・皆さんの頑張っている姿を見てとても元気が出ました。ありがとうございまし

た。（20 歳・男・塾生） 
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