
夏の合唱セミナー2021 

動画による特別開催          ▲申込・詳細▲ 

主催 合唱セミナー実行委員会 代表 渡瀬昌治 

今年度の夏の合唱セミナーはコロナ感染防止のため、動画配信で秋に開催します。各学校の合唱団が授業に役立つ

新曲を歌い、作曲者/演奏者からのメッセージやアドバイスを動画配信でお届けします。「特典」では、三宅悠太 日野

市立七生緑小学校レッスン訪問、各学校ミニ・コンサート、授業に役立つ指揮、新曲アルバムを動画で配信します。 

★【プログラム① 新曲紹介】 ※各講座約１時間           

 
 
  

            
 
 

 
  

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

【出演校】 

調布市立第五中学校 
(指揮:山崎朋子) 

 

町田市立鶴川第二小学校 
(指揮:眞鍋なな子) 

 

町田市立鶴川第二中学校 
(指揮:眞鍋淳一) 

 

日野市立七生緑小学校 

(指揮:後藤朋子) 

 
      松井孝夫 

 
渡瀬昌治 

 
 

●山崎朋子 

・「今日よりうれしいこと」 

同声 山崎朋子作詞/作曲 

・「夏」 混声 

  悠道 作詞/山崎朋子作曲 

  演奏 調布市立第五中学校 

●松井孝夫 

・「地球の笑顔」同声  

渡瀬昌治作詞/松井孝夫作曲 
  演奏 町田市立鶴川第二小学校 
・「歌よ!高く響け」混声 

松井孝夫作詞/作曲 

演奏 町田市立鶴川第二中学校 

 
●おすすめ新曲(渡瀬昌治) 

・「心つなぐ歌」同声  

神 詩音作詞/松長 誠作曲 
  演奏 町田市立鶴川第二小学校 

 
・「心の声」混声  

渡瀬昌治作詞/大田桜子作曲 
  演奏 町田市立鶴川第二中学校 

 

●三宅悠太 

・「このみち」同声 ・混声 

金子みすゞ作詞/三宅悠太作曲 

演奏 日野市立七生緑小学校 
演奏 outaya  

 
・「花がほほえむ」混声  

宮下奈都作詞/三宅悠太作曲 

演奏 あい混声合唱団  

 
    山崎朋子 

1 開催要項 

申し込み 2021 年9⽉ 1⽇（⽔）〜 11⽉ 14⽇（⽇） 

動画配信 2021 年11⽉ 28⽇（⽇）〜 2022 年1⽉ 10⽇（⽉） 

※ 11 月 28 日（日）以降、下記のプログラム①②とも１月 10 日まで

好きな時間に見られます。 

 

2 プログラム①「新曲紹介」   

◇作曲者より各学校の合唱団に直接新曲指導  

◇おすすめ新曲紹介 渡瀬昌治 

3 プログラム②「特典」 

◇「三宅悠太レッスン訪問」  日野市立七生緑小学校 

◇「授業に役立つ指揮」より 塚田真夫(名曲を指揮する)         

◇合唱部によるミニ･コンサート(アーカイブ動画) 

 ・日野市立七生緑小学校 

・町田市立鶴川第二小学校・鶴川第二中学校 

◇「2021 夏の合唱セミナー新曲アルバム」全曲収録動画 

       
4 参加費用 受講料 6,000 円(税込)  
 ＊参加者にはテキスト(新曲楽譜集)を事前に郵送します。 

 

5 申込み・詳細・問合せ先(動画に関する事) 

「コーラス・カンパニー」ホームページ（セミナー）詳細・受付 

https://choruscompany.com/seminar/210818summerseminar 
コーラス・カンパニー 075-415-8686 (セミナー運営) 

 

6 問合せ先(内容・特典・テキスト等について)  

代表 渡瀬昌治 ℡:090-8649-0574  FAX:042-378-8095 

E-mail watasemasaharu@yahoo.co.jp 
7 後援  

全日本音楽教育研究会 

全日本音楽教育研究会小学校部会/全日本音楽教育研究会中学校部会 

東京都小学校音楽教育研究会/東京都中学校音楽教育研究会 

    

 

三宅悠太 
 

動画配信で開催 ! 

動画による特別開催 



★【プログラム② 「特典」案内】 ※各特典約 30 分～1時間 

                         

※全日本合唱教育研究会東京支部ホームページに詳細案内  http://www.chorus-t.sakura.ne.jp/ 
※コロナ感染等でプログラムが変更となる場合がございますことをご了承ください。 

特典１ 特典２ 特典３ 特典４ 特典５ 

三宅悠太「レッスン訪問」 

⽇野市⽴七⽣緑⼩学校 

「 春 ⾵ コ ン サ ー ト 」   

⽇野市⽴七⽣緑⼩学校 

「授業に役⽴つ指揮」 

   塚⽥真夫 

「合同コンサート」  

鶴川第⼆⼩・鶴川第⼆中 

「新曲アルバム」 

夏の合唱セミナー2021 

作曲家三宅悠太⽒が⾃作

曲「このみち」(同声)を、

⽇野市⽴七⽣緑⼩学校合

唱団に直接指導している

動画を特典として公開し

ます。 

 

    三宅悠太 

⽇野市⽴七⽣緑⼩学校

が毎年⾏っている「春⾵

コンサート」・第 9 回春

の合唱セミナー「ミニ・

コンサート」の動画を公

開します。 

 

⽇野市⽴七⽣緑⼩学校 

「授業に役⽴つ指揮」

DVD より塚⽥真夫⽒が

「夢の世界を」「旅⽴

ちの⽇に」「時の旅⼈」

「⼤地讃頌」指揮のノ

ウハウを伝授します。 

 

   塚⽥真夫 

町⽥市⽴鶴川第⼆⼩学

校、鶴川第⼆中学校「合同

合唱演奏会」(卒業演奏

会)・第 11 回春の合唱セ

ミナー「ミニ・コンサー

ト」の動画を公開します。 

 

 

町⽥市⽴鶴川第⼆⼩学校 
町⽥市⽴鶴川第⼆中学校 

夏の合唱セミナー2021

で発表された新曲全曲

をアルバムにまとめて

動画発信します。 

テキストは事前に郵送

します。 

夏の合唱セミナーテキスト 

  

特
典
１ 

●三宅悠太「レッスン訪問」指導の⾔葉 

・ユニゾンの時に優しく、溶け込ませるよう歌う。 

・伸ばす音のときは、曲のイメージを膨らませて伸ばす。 

・長い音符のあとの語尾をより丁寧に着地する。 

・楽語を見つけたときは『どうして？』と疑問をもつことが大切。 

・ステージで演奏するときは、視線や表情がすごく大事。他 

① コーラス・カンパニー (セミナー運営)の

ホームページ内、セミナー受付ページにアク

セスしてください。 

➠表の QRコード か URL から直接アクセス 

          ▼ 

② 受付ページで詳細の確認後、お申込みと

お支払いの手続きへお進みください。 

          ▼ 

③ お支払い完了後、動画の視聴方法につい

てのご案内がメールで送られます。 

▼ 

④ 事務局よりテキスト(新曲楽譜集)が郵送

されます。（11月上旬発送予定） 

▼ 

⑤ 動画公開日（11月 28 日）よりお手元に届

いているご案内に沿ってご視聴ください。 

 

※プログラム①「新曲紹介」②「特典１～５」

全ての動画を期間中(2021 年 11 月 28 日～

2022 年 1月 10 日)何度でもご覧頂けます。 

 

表面の QR コード または URL から 

申込・詳細ページにアクセスできます。 

特
典
２ 

●「春⾵コンサート」⽇野市⽴七⽣緑⼩学校 

1.「きみはおしえてくれる」同声    4.「ジグザグな屋根の下で」同声 

2.「ヘンルーダの花が咲いたら」同声  5.「怪獣のバラード」同声 

3.「ひまわりの約束」同声  

●第 9 回春の合唱セミナー「ミニ・コンサート」⽇野市⽴七⽣緑⼩学校 

1.合唱組曲「日記のうた」より「月曜日」同声  3.「天使と羊飼い」同声 

2.「ふるさとの四季」より 同声 

特
典
３ 

●「授業に役⽴つ指揮」塚⽥真夫 名曲を指揮する(ポイントと模範指揮) 

1.「夢の世界を」混声         4.「時の旅人」混声 

2.「翼を抱いて」同声         5.「大地讃頌」混声 

3.「旅立ちの日に」混声 

特
典
４ 

●「合同コンサート」町⽥市⽴鶴川第⼆⼩学校・鶴川第⼆中学校 

1.「心のキャッチボール」 同声    6.「Lemon」 混声 

2.「僕の道しるべ」 同声       7.「未来へ」 同声       

3.「ひとつの勇気」 混声       8.「Il bianco e dolce cigno」 混声 

4.「つないで歌おう」 混声       9.「Chongare」 混声 

5.「ドラえもん」 同声 

●第 11 回春の合唱セミナー「ミニ・コンサート」 

1.「トゥモロー」 同声                4.「打ち上げ花火」 混声            

2.「木」 同声                        5.「日本の仕事唄」 混声 

3.「やってみよう」 混声              6.「Family Song」 混声 

特
典
５ 

●「新曲アルバム」夏の合唱セミナー2021 新曲 

1.「今日よりうれしいこと」同声      6.「心の声」混声 

2.「夏」 混声                 7.「このみち」同声 

3.「地球の笑顔」同声             8.「このみち」混声 

4.「歌よ！高く響け」混声         9.「花がほほえむ」混声 

5.「心つなぐ歌」同声 

【お申し込みから視聴までの流れ】 【特典プログラム紹介】 


