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　  宇都宮大学混声合唱団
　  山梨大学合唱団
　  慶應義塾大学混声合唱団楽友会

～ 5大学合同コンサート～
　  横浜市立大学混声合唱団
　  千葉大学合唱団
　  宇都宮大学混声合唱団
　  山梨大学合唱団
　  慶應義塾大学混声合唱団楽友会

栗山文昭　藤井宏樹　石井奈央
各大学学生指揮者
栗山文昭　藤井宏樹　石井奈央
各大学学生指揮者

～お問い合わせ～

TEL: 090-5529-7654 (横浜市立大学混声合唱団　中山涼太)

E-mail：ycu_chorus@yahoo.co.jp 

横浜市立大学混声合唱団ホームページ　http://www7.tok2.com/home/ycuchorus/
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入場料

指揮

Maris Stella 
Vol.4
第4回 マリスステラコンサート第4回 マリスステラコンサート

Concert

全席自由席

～後援～～後援～

神奈川県合唱連盟、FMヨコハマ、21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」、神奈川県合唱連盟、FMヨコハマ、21世紀の合唱を考える会 合唱人集団「音楽樹」、 日本合唱指揮者協会、日本合唱指揮者協会、



「３つのバスク民謡」
Txori Erresinola udan da kantari
Itsasoa laño dago
Lo lo

編曲 寺嶋陸也 指揮 小佐野慧一（学生）

岩手軽便鉄道の一月
序詞 (「注文の多い料理店」序 )
作詩：宮澤賢治　作曲：林光

星めぐりの歌
作詩・作曲：宮澤賢治　編曲：林光

ピアノ 安次嶺景子指揮 藤井宏樹

Rikuya Terashima寺嶋陸也 （てらしまりくや）

島根県生まれ。指揮法を高階正光、合唱指揮を田中信昭各氏に師事。第 20 回

中島健蔵音楽賞奨励賞受賞。現在 15 の合唱団を有する「栗友会」の音楽監督

及び指揮者として活躍する傍ら、合唱人集団「音楽樹」の代表幹事として、

「Tokyo Cantat」等の企画に携わる。2005年ノルウェーでGrex Vocalisの

客演指揮者を、2007年ボローニャ（伊）でマリエレ・ヴェントレ国際合唱指揮

者コンクールの審査員を務める。この他海外での国際フェスティバル等でも活

躍。現在、武蔵野音楽大学教授。

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。声楽を畑中良輔氏に、指揮を黒岩英臣氏に師事。現在、

全９団体を有する《樹の会》、Ensemble PVD の音楽監督を務めるほか、合唱団「弥彦」の

講師としても活躍している。国内外の合唱コンクールでは１、２位などの高い評価を得てお

り、コンクールの審査員や、合唱講習会の講師、現代作曲家への委嘱活動、Tokyo Cantat

等の企画も積極的に行っているほか、海外に招聘される機会も多い。オーケストラとの共

演も多く、好評を博している。合唱人集団「音楽樹」幹事。東邦音楽大学特任准教授。国立

音楽大学非常勤講師。ＪＣＤＡ日本合唱指揮者協会会員。エリザベトシンガーズ指揮者。

慶應義塾大学文学部卒業。国立音楽大学音楽学部演奏学科声楽専修卒業。声

楽を、田中淑惠、今村雅彦、斎藤京子、各氏に師事。指揮法を、森垣桂一氏に師事。

在学時、国立音楽大学声楽科主催vocal concertに出演。現在、合唱団ゆうか、

Ensemble　PVD、樹の会ユースクワイア奏（団内指揮者）団員。明治薬科大

学合唱団ヴォイストレーナー。開智未来中学高等学校、非常勤講師。

1964年４月30日東京生まれ。東京藝術大学音楽部作曲科卒、同大学院修了。オペラシア

ターこんにゃく座での演奏や、2003年パリ日本文化会館における作品個展「東洋・西洋の

音楽の交流」などは高く評価された。『末摘花』『ガリレイの生涯』などのオペラのほか、室

内楽、合唱曲、邦楽器のための作品など作品多数。ピアニストとしての内外の演奏家との共

演や指揮など活動は多方面にわたる。「大陸・半島・島／寺嶋陸也作品集」(ALCD-9026)「二

月から十一月への愛のうた(栗山文昭の芸術2／寺島陸也作品集)」(VICS-61092)ほか多

くのＣＤがある。ホームページhttp://www.gregorio.jp/terashima/

Humiaki Kuriyama栗山文昭 （くりやま　ふみあき）

Hiroki Hujii藤井宏樹 （ふじい　ひろき）　

Nao Ishii石井　奈央 （いしい　なお）

横浜市立大学混声合唱団1st1st

慶應義塾大学混声合唱団楽友会5th5th 一年生ステージ6th6th 上級生ステージ7th7th 合同ステージ8th8th

千葉大学合唱団2nd2nd

指揮 杉山哲也（学生）

煉瓦色の街
Maris Stella Concert Vol.4 抜粋版
作詩：阪田寛夫　作曲：大中恩

指揮 栗山文昭

Take him earth for Cherishing
作詩：プルデンツィウス　作曲：Ｈ. ハウエルズ

3rd3rd 宇都宮大学混声合唱団 4th4th 山梨大学合唱団

指揮

指揮

国立音楽大学附属音楽高等学校を経て国立音楽大学器楽学科卒業。在学中、学

内オーディション合格者によるソロ・室内楽定期演奏会に出演。'92 年、桐朋

学園大学ソリスト・ディプロマコース入学。'94 年、第 10 回埼玉県新人 演奏

会出演。第 5 回埼玉ピアノコンクールにて審査員特別奨励賞受賞。'96 年、 第

4回多摩フレッシュ音楽コンクール第2位。これまで、平沢美知、山本万里子、

アンリエット・ピュイグ =ロジェ、徳 丸聡子、田中希代子、平沢一博の各氏に

師事。各地の合唱団に招かれ、確実で豊かな演奏は好評を博している。

Kyoko Ajimine安次嶺景子 (あじみね きょうこ ) 　 ピアニスト

東京都生まれ。国立音楽大学ピアノ専攻卒業。在学中より、ソリストとして、

また声楽、合唱、室内楽の共演者として、国内外各地に於いて様々な演奏会に

出演。ソロリサイタルの他、自らの企画によるコンサートを行っている。ピア

ノを田中瑤子、山本万里子の各氏に師事。Ｂ. カニーノ氏、Ｊ. デームス氏の指導

を受ける。伊・カリアリ音楽院マスターコース修了。三善晃プロデュース公演『第

6 回響き合うピアノ』デュオ部門合格、同公演及び『全国ピアニストの饗宴』

に出演。

Masako Omodaka澤瀉雅子 ( おもだか　まさこ ) ピアニスト

指揮

ピアニスト

静岡大学教育学部音楽科卒業。山梨大学大学院修士課程音楽科ピアノ専攻修

了。ピアノを根木真理子、酒匂淳、東誠三、寺嶋陸也の各氏に師事。第 53 回

山梨県芸術祭音楽部門にて優秀賞受賞。大学院在学時より藤井宏樹氏のもとで

Ensemble　PVD等の合唱団にて演奏活動を行う。

Takaaki Gomi五味貴秋 (ごみ たかあき ) ピアニスト

中山涼太（学生）指揮

故郷
作詩：高野辰之　作曲：岡野貞一　編曲：寺嶋陸也

赤とんぼ
作詩：三木露風　作曲：山田耕筰　編曲：篠原眞

　みち１　みち２　みち５　みち６
　みち７　みち９　みち１１　みち１２
　作詩：谷川俊太郎　作曲：寺嶋陸也

指揮 藤井宏樹 ピアノ 五味貴秋

混声合唱とピアノのための「みち」より

オニのつぶやき
作詩：立石巖　作曲：小林秀雄

指揮 桃川晴行（学生）

小さな花
作詩：渡辺敏子　作曲：小林秀雄

混声合唱組曲「夢」より

Ⅰ
Ⅱ
作曲：寺嶋陸也

指揮 栗山文昭 ピアノ 寺嶋陸也

古事記上巻による　混声合唱とピアノのための
カンタータ「伊邪那岐・伊邪那美」より

指揮 菅家拓朗（学生）

白鳥
作詩：Ｇ. アポリネール　訳詩：堀口大學
作曲：寺嶋陸也

「アポリネールの３つのシャンソン」より

指揮 栗山文昭 演出補助 しままなぶ

ピアノ 澤瀉雅子

狼森と笊森、盗森
Maris Stella Concert Vol.4 抜粋版
原作：宮澤賢治　作曲：林光

合唱劇

If ye love me
作曲：THOMAS TALLIS 

いっしょに
作詩：工藤直子　作曲：木下牧子

指揮 石井奈央

SING AND REJOICE
作曲：Knut Nystedt

混声合唱曲集「光と風をつれて」より

指揮 栗山文昭 ピアノ 寺嶋陸也

第一楽章　農夫と土
第三楽章　死の灰
第六楽章　地上の祈り
第七楽章　大地讃頌
作詩：大木惇夫　作曲：佐藤眞

混声合唱のためのカンタータ「土の歌」より

The Grindstone Game
作曲：VELJO TORMIS

３つのエストニアの遊び歌より

指揮 藤井宏樹

An die Sterne
作曲：Robert Schumann

４つの二重合唱曲 op.141 より

GLORIA
作曲：Frank Martin

二重合唱のためのミサより

二重合唱のためのミサより
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作曲:Frank Martin
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