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---- 出席カードには会員番号を。練習中のケイタイ着信音はオフに。---本日の内容
山田先生の指導の復習
各表彰・入退場の練習
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(237～330小節）p.9～18
(411～654小節）p.21～35
(655～762小節）p.35～47
(795～920小節）p.50～63

12月12日は明日です

前回の状況

会員数

出席数

出席率

自己採点

♦ ソプラノ

29 人

18 人

62.1%

66.3 点

♥ アルト

63 人

53 人

84.1%

73.2 点

♣ テノール

35 人

18 人

51.5%

76.0 点

♠ バス

39 人

21 人

53.9%

78.3 点

● 合計

166 人

110 人

66.3%

74.0 点

♫ 山田先生の指導

＠「聖夜」編
その付近の注意…●総合・♦ソプラノ・♥アルト・♣テノール・♠バス
その部分の注意…○総合・♢ソプラノ・♡アルト・♧テノール・♤バス
★…お話
（ほかの部分やパートの注意でも全体に関連がありますので、読み飛ばさないように!）

◇ 1 【Si - lent night】 女性、ちょっとだけこう“<>”してみて。いや手でこう“<>”するんじゃなくて(笑)。
(1,2小節も、5～6・7～8・9～10小節のように”真ん中をちょっとだけ膨らませて“歌う)
♡ 1 【Si - lent night】 最初から2番目の音、暗いよね。最初
から暗い、音が変わってさらに暗い!
♧ 1 【Si - lent night】 最初の音、男性だけ“Si - …”だけ伸ば
して。テノールもちょっと暗いんだよね。もうちょっ
と明るくなるといいな。
♤ 1 【Si - lent night】 バス、ちょっと暗いかな。…あの3秒
後はいいんだけど、最初。僕の指揮のように声を歌い
出すときに“すう～っと”やってみて。
○ 1 【Si - lent night】 みんなちょっとこう(手をクルクル動か
しながら)歌おうか。…だんだん速度が落ちてくるんだ
よね(笑)。女性は最初の音から変わったところの和音がハモってないんだな? なんか暗いよ…みな
さん。第九歌ってそれで終わってもいい? それでも演奏会は成立するんですから…歌いたくない?
…もっと溶けていいはずなんだなぁ。和音が溶けてない?!
○ 2 【Ho - ly night】 “Ho - ly…”って女性の音の変わりがなんとなく? なんだよなぁ?? 細かい音符が短い
のかも。愛情がないのかも。
◇ 3 【All is calm】 “All is…”でちょっときつそうなんだよね?!
楽に。ここに虹が見えるといいんだよ。
♧ 3 【All is calm】 男性、“All…”の音を気をつけてください。
♤ 3 【All is calm】 男性、“All…”の音を気をつけてください。
○ 3 【All is calm】 ここで「全員ブレス」と思わなくていい。
つなげられる人はつなげてもいいかもしれない。
★ 3 【お話し】“暗い?!”って言われたときの解決法なんだよ
ね。それは声をどうにかしようというよりか、目を開
けるとか脳みそからっぽのイメージにするとか、何か
変えないとね。変えないから暗いままに聞こえる。延
岡のクリスマスは随分暗いクリスマスになってしまう(笑)。
● 6 【Mother - and child～】 延岡のみなさんの癖だね。短い音符に愛情がない?! 1年は365日ないと1
年にならないでしょ。皆さんの1年は362日とか363日とか…。
◇ 9 【Sle - ep in Hea - ven - ly】 ここの“Hea-”、きつく感
じちゃうんだよね。のどを閉めないようにできるだけ
楽に。
○ 12 【peace】 2番の日本語の歌詞のときは、客席の皆さん
と一緒に歌うんですよね。それじゃ皆さんは1月から6
月までの人は歌詞を歌って、7月から12月までの人は
ハミングで歌ってください。(確認事項 : ★1番「“英
語”と“ハミング”」 ★2番「合唱団と客席で“日本語”」
★3番「“ハミング”」)…1月/7月という根拠はないの
で、うまい具合に半々になるように、じゃんけんでもいいし、好きな方に募集をかけてもかまわな
いので、そういうふうにブレンドしたようが素敵だと思います。…けど、当日にオーケストラと合
わせてみて、1番は全員が英語になるかもしれないけど、どっちでも対応できるようにお願いしま
す。

＠「合唱幻想曲」編
その付近の注意…●総合・♦ソプラノ・♥アルト・♣テノール・♠バス
その部分の注意…○総合・♢ソプラノ・♡アルト・♧テノール・♤バス
★…お話
（ほかの部分やパートの注意でも全体に関連がありますので、読み飛ばさないように!）
● 443 【～】 (通しで歌って…)この前の練習より速くなっているかもしれない。けど今みたいに付いてき
ていただければいい。
♥ 444 【Gro - ßes,～】 …(ほとんど通して練習の後半に)…なにかおかしいことが起きてるんだよねぇ?!
アルトの人はこれをメロディだと思ってないでしょ…メロディはソプラノなんだけど、メロディと
同じ動きをしているということはメロディの一部なわけなんですよ。主人公性が薄いんじゃないか
な。
……アルトのパートは高い音と低い音を歌うとすればどっちを多めに歌うのがかっこいいかし
ら。低いほうだと思うんだよね。だったら“…ge-drun-gen,…(445～446)”を聞かせないと。
♠ 444 【Gro - ßes,～】 男性も同じ音を繰り返して行く時、
テンションが落ちていくのがいけない。
● 453 【hin, ihr schö - nen～】 “hin,”・“See-”を強く。
○ 456 【Kunst. Wenn sich】 “Kunst.”ちょっとゆっくりする
とこ。もっと指揮と合ってくれないかなぁ。ときた
ま、言葉がつながったときに早くなっちゃうんだよ
ね。そしてせっかく“Kunst.”って言ったら、そのま
ま“Wenn…”に入って。ここで弱くしない。
● 460 【Gunst.～】 …(ここまで歌って)…ちょっと皆さんの声が響いてないんだよ、残念だなぁ?! 第九
やったらいいのかもしれないんだけど、この曲から始まるからねぇ。
……みなさんのは「音が最後まで届かなくて終わってる」。ゴルフのパットの練習してるんだけ
ど、全部のボールがカップに届いてない状態なんです。読みは合ってるのに、5cm手前で終わっ
ちゃってると意味ない。何を言ってるのかというと、響かなくて終わっちゃってる?! 音量は問題
ないんだけど、客席まで響かせてないんだよ。あっちに行ってないんだと思いますよ。
……なんか「1曲目、なんだったんだろうね?!」って思われるの、癪じゃない?! 1曲目は第九への
期待につながっていかなきゃいけない。
○ 468 【hin,】 弱くても客席まで語尾を届かせなくちゃね。
響かせかたを勉強して。
● 469 【nehmt～】 “nehmt hin,”。ここで変化が起きるんだ
けどな?! (“nehmt hin,(467～478)”のpとは違う) 血
液の色が変わるぐらいの変化なんだけどな?! もちょっ
と。劇的に変わって! 劇的に変わって! 劇的に変わっ
て! …“劇的”の“劇”は“劇薬”の“劇”! …劇的に変わって!
。おうち帰って普通のCDを聞いてもそこまで変わっ
てるCDはないと思うけど、ここは日本人の感性。み
なさん、ぜひやってください。

○ 474 【Kunst.】 …そう!! 凄くうまい合唱団になったよ! 一瞬耳を疑った(笑)。響かせるとそれだけで随
分変わるね。8分音符だと短いとあまり捕われないで。だから楽譜ってあまり持たないほうがいい
んだよね。楽譜見てると8分音符は8分音符でしかないよね。それが邪魔しちゃうときがあります
から。
♥ 486 【Kunst, froh die～】 (“froh die…”を歌って)なんかアルト、全体的な暗さってのは何なのでしょ
うね…?!
♡ 489 【schö - ner】 ここ(“schö - ner”の音程の変化)、どう
してみんないい加減なんですか?! さっきの「きよしこ
の夜」のときと同じで、音が変わるときの感動がない
よねぇ。「なくてもいいよ…」って感じで歌っちゃダ
メ。
……もうちょっと“schö - ner”の音程の変化を聞きた
いな。
○ 490 【Kunst, froh die】 “froh”の“fr”は巻いてね。…この
前の練習で巻けなくて、今日の練習で巻けるって人、
いる? いないの! 一人もいないの?! …いた。ありがとうございます。
♤ 491 【Ga -ben, die】 “-ben”って音が変わる部分、みなさ
ん一緒に変わらないと。誰か違う人、いるねぇ?! 違う
人いたら、隣の人が「違うよ!」って小突いて(笑)。
♧ 492 【Ga - ben】 “- ben”って音が上がっているところ、で
きたら“ベェン!”ってしないで(なめらかに音形を上げ
て)ほしい。
♡ 493 【schö - ner】 “- ner”の音形(音程の動き)が弱い。
♧ 493 【schö - ner】 “schö - ”って入るときに、ちょっとだ
けアタック。
○ 493 【schö - ner】 ドイツ語ってそうなんだけど、“s…”を結構発音やんないと。“sütrzt”とか“”。
● 496 【Nehmt denn～】 男性だけ…この“Nehmt
denn…”の部分が暗いな?! 最初っから暗い?! …なん
か指揮と一緒に音が出てないんだなぁ。
……全体で…なにか速くやると弱くなっちゃうんだ
なぁ。なんか皆さん、途中で楽するねぇ。最初
(490～)っから強いままよ。
● 500 【froh die～】 “…st,”、“…ft,”と韻を踏んで終わる歌詞
(“Kunst,”・“Kraft,”)があるんですけど、それがちょっ
と聞こえない?!
○ 502 【Kunst.】 “Ku…”は聞こえるの。皆さんがいけないのは“Ku…”ってなっちゃうんだよね。なんと
なくしか聞こえない。“…st.”が聞こえない?!

★ 502 【お話し】中学生の皆さんね…日本語とドイツ語の違
いね。日本語ってのは大人もdim.してしゃべるん
だ。“今日はいい天気…明日もいい天気…なるといぃ
…”というふうに。でもドイツ語は最後がバシッと決ま
るん語尾を飲み込むということがほとんどない言葉な
んです。だから我々だったらやりすぎるぐらいにやら
ないと、一番最後の言葉が“○○…”って聞こえちゃう
んだなぁ。…もっと言うとね、“Kunst.”と読んでいな
いんだな。“…n…”も発音しないと。…今ねぇ、切れ
を揃えたいから不思議な練習するけど、“Kunst.ポ
ン”って言ってくれる?? そうそう、“…ポン”のほうが大きいでしょ。“…st.”のほうを大きくして。
そうして“…ポン”をなくします。…そうすると、語尾は揃うんだけど、まだ飲み込むなぁ?? そ
う。“…st.”って言ってるときにツバきが飛ぶぐらいに。…そういうふうに言うのがわかりやすいん
だ! 「ツバを飛ばす」ね(笑)。
……全部(語尾の子音の発音)に応用して!! “Kunst.”だけじゃないの!
“Lieb'”(504)、“Kraft,”(506)、僕しゃべるとツバ飛ぶんだよ。歌うとさらに聞こえにくいから、
もっともっと増幅しないと。わざとらしいぐらいやって丁度いいぐらいなんです。
……皆さん、なんか途中で楽するねぇ。
● 514 【-～】 ……今ちょっと、凄くいいイメージになってきたよ。しっかり喋って、ちゃんとパワーも表
現して、全部やらなきゃだめ。
○ 514 【-】 ここのﬀに変わるところ、もうちょっと欲しいん
だなぁ。皆さん、これぐらいの声量でしたっけ…? 第
九を歌うときはもうちょっと出そうなきがしてたんだ
けど…出し惜しみしているのか、不安なのかな? 今
のだと、オーケストラより遅れて聞こえてかき消され
ちゃうんだよね。もう少し早く掴めるかなぁ。スポー
ツ、テニスかなにかだと思ってほしいな。「ボールが
来た!」で思ったら打てないじゃないですか。「ボール
がここに来るな…」と予想しておいて打つ感じが欲し
いんだな。今のﬀだと、みなさん、腰掛けて待ってる
の(笑)。座るんじゃなくて打つほうに。
……タイミングは良くなった。欲を言うと、喉を痛めるわけではないんだけども、炸裂さしてほ
しい。ここにくる直前にプチ爆弾。ここに来る前にちょっと燃焼が…。まだみなさんはここに来
る前に心の中に火がついてないんだ。もっと凄い変化なんです。今のは小変化。
○ 527 【lohnt ihm】 男性だけの“lohnt ihm”、もっと聞こえ
ていたいなぁ。今のだと、なんとなく歌っているのか
歌っていないのかがわからないんだけど。ちょっとし
た爆発がまだないんだよねぇ…
★ 527 【お話し】コンクールのこともあって、小沢征爾さんの
「僕の音楽武者修行」って本、小沢さんがブザンソン
の音楽コンクール受けたときの話があって…外人と日
本人のスタミナの違い…“なんか毎日、じゃがいもだ
け食べてて、その人達に「もっと!」と言ったらもっと
音が出る…”。…私、今日はちょっと早く延岡に着い
たので、チキン南蛮を食べたらすごくおいしかった(笑)。延岡のチキンパワーで何かこぅバーンっ
てならないかなぁ…(笑)。

○ 554 【Kunst.】 最後の“Kunst.”のときにもっと大きくなってないと。…できたら僕がcresc.するんじゃ
なくて、皆さんから沸き上がってくるように。
○

本番までの宿題は、おのおのの語尾。まだなんとなくいいかげんなんですよね。僕は顔を見ればそ
の人が語尾を言ってるかどうか一目瞭然にわかってますから(笑)。

＠「第九」編
その付近の注意…●総合・♦ソプラノ・♥アルト・♣テノール・♠バス
その部分の注意…○総合・♢ソプラノ・♡アルト・♧テノール・♤バス
★…お話
（ほかの部分やパートの注意でも全体に関連がありますので、読み飛ばさないように!）
○ 240 【Freu-de!】 客席から顔の表情とか見えないかもしれ
ないんだけど、表情は見えなくても「きっと笑顔で
歌ってるなぁ…」。目の見えないお客様、耳の聞こえ
ないお客様が客席にいらっしゃったとしても感動して
いただかなければいけないということ。目の見えない
方がきっと笑顔でFrei-de!って歌ってくれているん
だ、と。耳の聞こえない方がと今だと「Freu-de!」と
感じないかもしれない。表情だけ見ると「悲しみ」っ
て言ってるのかな…と。
……今日は9時に終わればいいんですか? 明日は日曜
日だから(笑)。…そうか、こうやって笑わせてから歌うといいのか! でも僕が本番のときに笑わせ
るわけにはいかないので、今の練習風景を思い出すとか、なにか自分から笑顔になるテンション
をつくっていってください。
★ 257 【お話し】…少し歌って…今村先生、宿題、完璧だ
ねぇ。【今村】「みなさんがどれだけ練習してきた
か…」(笑)。完璧だって言うと褒め過ぎだから。悪く
ないです。で、ちょっと難しい事を要求するんだけ
ど、実際本番にはここに九州交響楽団が並んで、僕も
初めて顔合わせするんだけど、オーケストラの人た
ちってうまい具合に抵抗してくれるんですよね。それ
で今の合唱だと、実際には合唱が軽くなっちゃうんで
すよ。実際に皆さんが僕より速いテンポで練習してく
ださったのはすごくわかるんです。流れるように歌っ
てとてもいいと思うんです。それで僕は先にいってるけど、皆さんはちょっとそれに抵抗してほし
いの。「自分はこうやて歌いたい」という強烈なアピールがほしい。今のはみなさん、山田和樹の
第九になりすぎ。それは間違いで延岡の第九をすべきであって、僕の第九ではない。僕にはいろい
ろアイデアはありますけど、延岡の「第九」大分の「第九」というものをすべきであって…だから
僕の言いなりはダメよ。だからってこれは次のレベルの話よ!! 難しい事、言ってる。できるでき
る! いいの!! なんとなく言いなりになっちゃ困るんだなぁ。そんなこと言う指揮者は僕しかいな
いかもれないけど、粘りたい所は粘って歌ってください。
……そうそう。…あんまり変わんないけどね(笑)。けどそういう事なんですよね。その中で、絶対
に守ってほしい事はいくつかあって、今のだと“Brü-der(262)”という言葉が聞こえない?! そして
できたら、その続きの2小節、もう少し、いや、だいぶやわらかく欲しい。

……バスのソロが歌っていて、最初男性だけ“Freude!”…そして女性も合唱に入ってくるという最大の感
動のポイントですね。そして“Ja, wer auch…”とだん
だん羽ばたいていくんだけど…駄目ねぇ!! 全員が入る
迫力とか予感がないんだよね。この人数の合唱が“Deine…”と入るときに、このホールの空気が一瞬薄くな
るような感じがないと駄目なんだな。“Dei-ne”に拍を
カウントして入るんじゃ駄目なんだ。掴みにいく感
じ。
○ 262 【wer-den Brü-der,】 “Brü-der,”ってときにみなさん、自分を抱きしめる動作をしてみてくださ
い。人を抱きしめているつもりで。
……遅いもん! 男性!! “Brü-der,”この瞬間(笑)。“al---le Men-schen”のときに手を広げて。そうや
ると“Brü-der,”が伝わるかなぁという具合。実際の演奏じゃこれはできないんだけど、やろうか!
みんなで…(笑)。ちょっと変かなぁ宗教がかっちゃって(笑)。そういう気持ちでもって歌わないと
ね。
……そうそう、まだ足りないな。もうちょっと強く“Brü-der,”。でもそのままの強さでは“wo
dein sanf-ter…”とはいかないで。その続きの2小節、だいぶやわらかく欲しい。
● 264 【Flü-gel weilt.～】 この先、“Ja,”の入りを待っている間、あんまり恐い顔しないで。ソリストが
歌っているときも、皆さんの音楽。ソリストは合唱を代表しているだけだから。
● 285 【wer auch nur～】 ここからせっかくハーモニーにな
るんだけど、“Ja,”“wer”“auch”“nur”…とパワーでいっ
ちゃうと、せっかくの和音がつぶれちゃうんだよ
ね。“Ja,”はいいんだけど、その後“wer auch nur…”は
ハーモニーで歌って。
● 291 【wei-nend sich aus～】 “wei-nend sich aus
die-sem Bund.”なにか歌うとか喋るとか、意味が伝
わりたいんだよなぁ。“泣きながら去りなさい…”。第
九の歌詞の中で唯一、後ろ向きの考えなところなんで
す。ベートーベンは耳が聞こえなくて友達がいなかった、“いない人は泣きながらここから出てい
け”という歌詞なんだけど、もうちょっと何かないですかねぇ。音符が迷ってるよね。歌声で表現
しているというより、気持ちで表現して。テノール、優等生だな。声にならない声というかね。こ
こはあと1週間の宿題! もっともっと意味を増幅して伝えて。
○ 313 【Küs-se gab sie】 みなさんのは“待ち”の第九だなぁ!? なんとなく主人公がオーケストラになっ
たり、ソリストだったり、僕…じゃなくて、みなさんが主人公にならなきゃいけないんですよね。
……なぁんか、うま～くまとまった合唱団って面白くないなぁ?! ちょっと飛び出す人がいると面
白いんだけどなぁ(笑)。揃いすぎてるんだよなぁ。一人一人が歌っているという感じがしないの?!
優等生な第九ってみなさんらしくないよ。
♡ 318 【Wurm ge-ge-ben,】 ベートーベンは偉くて、何カ所かアルトが輝くところを準備してくれてる
んだな。“ge-ge-ben,”はソプラノ並みの高い声を要求されていて…もっと輝かないとね。もっとア
ルトの魅せ場をみせないと。

● 321 【und der～】 ここ以前にお願いしてなかったです
か?! “und der Che-rub steht vor Gott,”はパワー
じゃなくてパイプオルガンみたいに響く音。皆さんの
今の声って“縦”なんです。この感じをここにきたとき
には忘れないで、ここに来たらパッと切り替えてほし
い。切り替えが遅い人がいるね…「フフフ(笑)…」っ
て開き直りじゃない!(笑)。
★ 321 【お話し】第九の演奏で残念なのは、プロのオーケス
トアの人たちが「あぁまたアマチュアの合唱団かぁ…
これに合わせてやらなきゃなぁ…」ってちょっとした
ことでテンションがなくなっちゃうんですよね。技術的には難しいのよ。でもそれを超えるものを
見せていかないと。「…これは勢いをつけてやろうかな…」となればしめたもので、そこまでい
かなきゃ駄目なの。
…… もっと言うよ…第九をうまくやることが目的じゃないと思うんだよね。たまたまベートーベ
ンであって、第九であって…僕との出会いとかオーケストラの出会いは、たまたま第九を題材とし
ているだけであって…そこにみなさんの人間といったものが出てこないと演奏会は成功じゃない
と思う。
● 326 【Gott,～】 みなさん、“Gott,”に入る前、ちょっと待つからね。“Gott,”に入る前は“毎回
(326,328,330)”待つからね。
○ 330 【Gott.】 (最後のGott,が長い)「フフッ」って本番は笑っちゃ駄目よ(笑)。
★ 330 【お話し】ちょっと中学生に聞きたいんだけど、神
様っていると思う?? …なんだって? 「思っておかない
とバチがあたる?!」(笑)。いいこと言ったね(拍手)。で
もさ、耳が聞こえなかったベートーベンがね、たぶん
信じてなかったよね。だって神様がどうして僕にだけ
こんな不幸をくれるんだ?!って感じでしょ。だけど第
九書いていた頃はだいぶ年をとってきていて、“神様の
力で…”と。だから凄く特別なのね。だから“Gott”は大
事。
● 411 【Lau-fet,～】 ここから声は10歳若く! 20歳でもいい。
……“Lau-fet,”は“走る”って意味なんだけど、歩いているように聞こえちゃうんだな。
● 431 【--gen!～】 …男性、うまいねぇ(拍手) 今のは凄い響
いている感じなんです。客席から響きが還ってきてい
る状態なんです。
● 543 【Freu-de,～】 オーケストラがcresc.しているとき
に、置いてけぼりにならないように。…まだみなさん
のパワーが先生(ピアノ)に任せっきり…充満してない
んだよね。なんか殻を破って誕生! といった感じが何
かない?!
……“Freu””de,””schö””ner…”じゃなくて、“Freu-de,
schö-ner…”とつなげる。できるんだよね。だけど本番に興奮すると“Freu””de,””schö””ner…”??
自分の体重がなくなるぐらいが嬉しいんだけどな。

○ 546 【fun-ken,】 アルトと男性は、“-ken,”って音符が変わる所をもうちょっと歌って。
● 549 【ly-si-～】 いくつか強い言葉がありますよ。“E-ly-si-um,”。“feu-er-trun-ken,(553)”、“Hei-ligtum!(557)”。そういうのは強くやらないと。前後、基本的にはレガートだけど、ここは髪の毛が
振れるとか何かないとね。
★ 549 【お話し】皆さんの第九は、見た目に伝わらない第
九。惜しいなぁ?! 舞台に立ったらエンターティナーで
すから見た目にも楽しんで頂かないと料金泥棒! 料金
いくらとるんですか? 参阡円でしょ! (中学生に)月々お
こづかいいくら? 千円?! 三ヶ月分のおこづかいを皆さ
んはたった2時間でパッと取っちゃうんですよ!!(笑)。
お客様って値段と同じぐらいの満足だと、本当は満足
しないんだよね。プラスαがないと満足しない。伍阡
円の感動がないと! 壱萬円…の感動(笑)。
● 595 【Seid um-～】 およそ第九を振る指揮者が何十人もいるんだけど、だいたいここって諦めるポイ
ントなんだよね。「あぁしょうがないなぁ…」と思って何も言われないか。いいんですよ(笑)。悲
惨な状況じゃないんだけど…何を喋ってるのかということと直結してないのかな。“Seid
um-schlun-gen,”って“抱き合え”でしょ。“Mil-li-o-nen! (百万の人々よ)”。ひとつになるんだか
ら、ユニゾンなんです。“Die-sen Kuß (我が包容を)”、“gan-zen Welt! (全世界に!)”。メッセージ
性のほうを優先しようか。
……男性の方、音程違う人がいるから、ここ、チェックしておいてくださいね。
● 602 【Welt!～】 …素敵!! もうできないかもしれないから、
もうやらないけど(笑)。本番その声、それ以上のいい
声を聞かせていただいたら。
◇ 603 【Seid um-】 男性が歌って、ソプラノが“ザー”って激
しく入ってきたら台無しでしょ。
○ 626 【woh-nen.】 あんまり弱くしないよ。“Va--ter_wohnen.”って強いまま。ベートーベンはdim.を書いてい
ない。
○ 631 【Ihr_ stürzt】 …うまく練習してくださいました。で
もソプラノが歌い過ぎちゃうんですよね。うま～ぁく
入りこむんです。…全体で歌った時、ソプラノだけ聞
こえてくるんじゃなくて。…まずソプラノ以外歌っ
て。テノールも角を削ってください。バス、音程が違
う?!これにソプラノが乗っかるように。
……うまくなったねぇ。だけど1週間で忘れちゃうか
もしれない。
……“イー…シュ…”じゃないの。“…r_…rzt”と“r”が
あったりします。
○ 632 【nie-der,】 “-der,”の“r”、巻ける人は巻いて。

♡ 633 【Mil-li-】 なぜかさぁ…そこで強くする人がいるんだろ
う??
○ 637 【Schöpfer,】 テノールがちょっとした爆発をしますか
ら、次の“Welt?”の前にちょっとしたcresc.しておき
ましょう。準備をもう少しね。
○ 639 【Such' ihn】 “…ウー”に聞こえる?! “Su…(ズーホ)”。
(“ホ”は摩擦音) “探す”って意味なんです。
……“ズー…イン…”だと“動物園”になっちゃうから
○ 640 【ü-berm】 cresc.が僕より皆さんが遅いんだよね。オーケストラが僕についてきちゃうと、合唱
が消えちゃうから、合唱はいくらか僕の気持ちを先取りしておかないとオケに負けちゃいます。
● 647 【～】 このときに、普通に呼吸しておいて。
○ 650 【～】 自分が音程を邪魔するなと思ったら歌わない
で、心の中だけで歌って。
♣ 651 【ü--ber～】 残念ながら、女性はうまくなったけど、
男性が駄目だ。テノールが暗すぎ。目、開けて。
♡ 655 【Seid_ um--】 コレ(手のひらの根元を頬にあてて上げ
て)やって。中学生は初めてかな。次は“Seid_…”と同
時に手を前に。…これ毎回やらないと駄目だったら、難しいよ。
● 655 【～】 この切り替えがうまくいかないんだよな。前のことを引きずりすぎ。天の上に神が住んでい
る…ベートーベンの心理に追いつきたいんだ。見えた!! という瞬間があるんだ。…錯覚でもいい
んだ、幻覚でもいい…それが見えてないと。
○ 762 【-nen.】 “…n.”を響かせて。
● 795 【Dei-ne Zauber,～】 もっと喋って。“Dei-ne Zauber, Dei-ne Zauber,…”。cresc.が遅いな?!
“Dei-ne Zauber,”が2回あって、2回目は強く。“bin-den wie-der,”も2回目強く!
○ 806 【Al--le】 “Al-”の反応がちょっと鈍い?!
● 809 【Men-schen,al-le～】 “al-le Men-schen(強)
wer-den(弱) Brü-der(強)…(すべての人々は一つにな
る…)”というようなドラマチックなところですよ。
○ 855 【Seid um-schlungen,】 ? 遅れるよねぇ?! 遅れたら
駄目、遅れたらアウト。前奏のときに皆さんが音楽を
感じてないからいけない。
○ 915 【Toch-】 “乙女”…どこから来たの? “まだ見たことの
ない楽園から来た”。歓喜…

○ 919 【Göt-ter-fun-ken! Göt-ter-】 ここでまだ余力を残し
ておいて、“Göt-ter-fun-ken!”でもっと炸裂してくだ
さい。
○ 920 【fun-ken!】 最後は荒くなっても構いません。耳の聞
こえない人が最後に天国と地獄を見るんです。“funken!”は“フンケン”よ。今のだと“フン＿ケン”だ?! …な
んかとろいな。どちらかというとcresc.
★ 920 【お話し】…立つ所?…このまま終わりたかったなぁ
(笑)…。1楽章が否定されて、2楽章が否定されて、3
楽章が否定され…(合唱団から見て左側の)チェロコントラバスからテーマ、ビオラが入ってきて、
バイオリンが入ってきて、[B]でティンパニが入ってきます。そしてここ(168小節)で立ちます。で
すから、私が直前で人差し指を横にスーッと動かす合図をして“パッ”と立ってください。
……本番までの1週間、僕もできることをします。皆さんも家でがんがん歌うと近所迷惑になるか
もしれないから、鼻歌がいいんだそうですね。特に体、風邪には気をつけてください。お願いし
ます。
♦大成功を確信できたような気分
です。あと1週間、イザしあげ!!
(湯ばーば)
♦山田先生のひとことで皆さんの
声の響きがかわる瞬間、とりはだ
がたちます。客席でききたかった
という気もします。あと1週間、
第九漬けの生活をしてマスターし
て臨みたいです。
♦山田先生の指導を前回、祖父の
不幸で出席できなかくて、今回
やっと出席できました。すごい!
本番までのテンションが上がりま
した。(五月（さつき）)
♦頑張ります!(セロ弾きのゴー
シュ)
♦山田指揮者のワードにぐいぐい
吸い込まれて歌った。必死の練習
と同時に、たくさん得ることがで
きた今日の合唱練習でした。(ｍ
♪)
♦ついに2回目の山田先生指導日
です。来る前にウィーン・フィル
来日記念のCDウィーン国立歌劇場
合唱団のを聴いていました。それ
と第九だより(434号)読んできま
したよ。しかし山田先生、のべお
か第九のカラーを出して欲しいと
の事、確かにこれも大切ですね。
♦最高でした!

♦いよいよ本番目前ですね。最終
チェック。新型インフルエンザに
負けないで頑張りましょう。(プン
ちゃん)
♦今日、ここにいられてハッピー!
でした。
♥指揮者がな山田先生で、うれし
かった。
♥ありがとうございまーす。(スピ
カ)
♥オーケストラだけでは表現しき
れない。そこに人間の声を必要と
したこの作品。30年もあたため続
けたベートーベンの精神にわずか
でも近づき、理解したいもので
す。今年も半年間、皆様と心を通
い合わせ、24年目の「その日」を
迎えられる年に感謝します。あり
がとうございます。(イマ カン)
♥山田先生のご指導、楽しく有り
難うございました。(チーママ)
♥やっぱり山田先生はステキです
ね。音楽のスケールがダイナミッ
クで思いっきり歌える感じです。
たのしい!!
♥山田先生のご指導、おもしろく
て楽しかったです。
♥すごく楽しい山田先生ですね。
♥少し歌えた。本番がんばりま
す。

♥前回欠席せざるを得なかったの
で、初めての山田先生のご指導を
受けられて感激しています。第九
のメンバーになれた歓びに浸って
います。音楽って素晴らしい!
(KYON2)
♥暑いと思ってると、急に夜は寒
くなったりで、体調を整えるのに
大変ですね。あと1週間。風邪を
引かぬように気をつけましょう。
(ねずみバーバ)
♥ユニークな指揮で本番が楽しみ
です。
♥先生のパワーをもらった気がし
ます。次回の11日はどうしても用
事があり、出席できません。15回
出演の表彰をうけることになった
のですが、申し訳ありません。本
番当日、頑張ります。(日向キルト
ママ)
♥パワフルで若い先生の指揮に汗
だくになりました。すばらしい演
奏会になりそうですね。歌詞(こと
ばの意味を大切にしなくちゃいけ
ないですね。)ひとつひとつの音も
改めて、勉強させてもらいまし
た。あと1週間、がんばります。
♥山田先生の魔力(?)ってスゴい!!
乗せられてどんどん歌えちゃいま
した。気分いいです♪

♥山田先生のご指導、とってもた
のしかったです!!
♥山田先生の御指導、若返りまし
た。ありがとうございました。本
番しっかり頑張ります。体調も気
をつけて…(よっち2525)
♥当日までにしっかり練習しま
す。
♥先生のパワーに圧倒されなが
ら、めりはりを注意しながら当日
頑張ってください。
♥来年は日曜日2時～4時にしてほ
しい。今年見えな
かった人達は遠方
から見えますの
で、夜の運転は自
信がなくてこられ
なかったようで
す。その方達がチ
ケット買ってくだ
さったのです。
♥発音その他とて
もむずかしかった
が、山田先生のご
指導はとても楽し
かった。本番に向
けて更に練習して
きます。(ヨッチ
ン)
♥山田先生の指揮、感激のみ。12
日の演奏会が待たされる。神様、
素晴らしい演奏会でありますよう
に。(Hamu-Star)
♥いよいよ間近になりました。が
んばりましょう。(ウェンディ)
♥山田先生がカッコよかったです!
♥すばらしいご指導に感謝いたし
ます。
♥残り1週間をあきらめず、最後
まで頑張ります!!
♥元団員の方で、毎年来てくだ
さっていた方にチケット届けのあ
いさつに行ったところ、亡くなら

●編集後記

れていらした。彼女の元に第九が
届きますように。心を込めて、皆
さんと共に祈りながら歌います。
♥頑張ります!
♥山田先生、ステキですね♡(ひ
よっこ 2才)
♣山田先生の山田節、楽しく練習
参加できました。本番が楽しみで
す。(アリ)
♣いよいよ大詰めの時になりまし
た。元気一番がんばりたいもので
す。

♣おつかれ様でした。楽しい練習
でした。今年の第九はいつもの第
九と違うものになりそうです。と
ても楽しみです。
♣山田先生の感情豊かな指導。思
い切って出るところ。しかし皆の
声を聞きながらクレッシェンドす
るところは久しぶりにここち良
かったですね。(ヒロー)
♣今年2年目です。歌詞がなんと
か覚えられました。ついてゆくの
がやっとですが、頑張ります!!
♣熱烈なご指導に魂がゆり動かさ
れました。ありがとうございま

す。今の最大のねがいは健康でス
テージに立てることです。(す)
♣山田先生といい練習ができまし
た。若々しい情熱あふれる指導で
した。今日の調子を本番でできる
様に。いいコンサートになりそう
でワクワクします。
♣「目の見えない人、耳の聞こえ
ない人にも歓びを伝えてほしい」
との先生の言葉。ベートーベン
も、きっとその心で曲を作ったに
違いない。(Ryo)
♠いよいよ来週。
頑張ってコピーし
よう!!
♠楽しかったで
す。
♠24年歌っていて
マンネリ化しない
意味がわかった。
♠もう1回のみ練
習。とにかく最後
までやるのみ。
♠本番は頑張りま
す!! 声が出るよう
に調整もしっかり
したいです。
♠風が強く師走を
感じる日。負けずにガンバロウ!
(がみchan)
♠今日のポイントをまたおさらい
して成功したいですね。途中、大
阪に出ていたので、今年で出演
やっと10回目。こんな物語性を引
き出してくれる山田先生で自分の
一つの節目を迎えられるのが感動
ですね。皆さん、来年もやりま
しょう!!(マッチャン)
♠来週の今日は、本番の当日。頑
張ります。風邪をひかぬよう、気
をつけて!!
♠山田先生にサインをもらって、
すごくうれしいです。

明日は15時集合 本番は18:30

いよいよ本番直前。明日はきっとうまくいきます。そしてすべてが終わって帰る時…夜空を見上げてみて
ください。明後日がピークの“ふたご座流星群”が見られるかもしれません。【munenori@horita.jp】

