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<< グリークラブＯＢ会 >>
2011年 小樽商大創立100周年記念ＯＢ演奏会 (♪)
（H.23） 　　　Ⅰ. ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ･ｱﾙﾊﾞﾑ　Ⅱ.唱歌から歌謡曲まで　Ⅲ.グリー・カンタール合同「～未来に向かって～」　

　　　Ⅳ.組曲「雪明りの路」 多田武彦/作曲

2008年 ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ創部90周年記念ＯＢ演奏会 (♪)
（H.20） 　　　Ⅰ. 愛唱曲集　Ⅱ.組曲「月下の一群」 南　弘明/作曲　Ⅲ.北海道讃歌　Ⅳ.組曲「吹雪の街を」 多田武彦/作曲

2004年 ＯＢｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2004 (♪)
（H.16） 　　　1st 商大：組曲「吹雪の街を」　2ｓｔ.札教大：「作品第肆・柳川・秋のピエロ」　3ｓｔ.学園大：「ゆうやけの歌」　

　　　4st.北大：組曲「五つのラメント」より　5ｓｔ.合同：組曲「アイヌのウポポ」

<< グリークラブ >>
2006年 第76回小樽定演 (♪)
（H.18） 　　　Ⅰ.合唱曲集 「なつかしいうた」より 荻久保和明/作曲　Ⅱ.賛助：カンタール Ⅲ.組曲「吹雪の街を」 多田武彦/作曲

2005年 第75回小樽定演 (♪)
（H.17） 　　　Ⅰ.合唱曲集 「空とぶうさぎ」より 西脇久夫/作曲　Ⅱ.組曲「中原中也の詩から」より 多田武彦/作曲　Ⅲ.独唱ー唱歌の四季ー　　

　　　Ⅳ.コンクール演奏曲　

2004年 第74回小樽定演 (♪)
（H.16） 　　　Ⅰ. ”ＦＯＳＴＥＲ　ＡＬＢＵＭ” 三木　稔/編曲　Ⅱ.ОＢ：組曲「吹雪の街を」より 多田武彦/作曲　Ⅲ.組曲「クレーの絵本第2集」

　　　Ⅳ.組曲 「いつからか野に立って」 木下牧子/作曲

第16回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/三大学

　　　1ｓｔ.学園：組曲 「ソネット集」より　2ｓｔ.北大：「エストニアの響き」　3ｓｔ.商大：組曲「いつからか野に立って」
　　　4ｓｔ.合同： 「ﾛﾊﾞｰﾄ･ｼｮｳ合唱曲集」より

2003年 第73回小樽定演 (♪)
（H.15） 　　　Ⅰ. 無伴奏男声合唱による「ノスタルジア」 信長貴富/作曲　Ⅱ.コチャール合唱曲集 より　Ⅲ.組曲「旅」 佐藤　眞/作曲

　　　Ⅳ. 組曲 「若しもかの星に」 多田武彦/作曲

2002年 第72回小樽定演 (♪)
（H.14） 　　　Ⅰ. 男声合唱による 「日本民謡」　Ⅱ.Ｎｅｇｒｏ　Ｓｐｉｒｉｔｕａｌｓ　Ⅲ.「啄木短歌集」 高田三郎/作曲　Ⅳ.組曲「雪と花火」 多田武彦/作曲

第15回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/三大学

　　　1ｓｔ.学園：「Sea Chanty」より　2ｓｔ.商大：男声合唱による「日本民謡」　3ｓｔ.北大：「Saint-Saens合唱曲集」より
　　　4ｓｔ.合同： 組曲「三崎のうた」

2001年 第71回小樽定演 (♪)
（H.13） 　　　Ⅰ. ロシア民謡集　Ⅱ.組曲「緑深い故郷の村で」 多田武彦/作曲　Ⅲ.ОＢ：愛唱歌集 より　Ⅳ.組曲「パウラ」 磯部　俶/作曲　

2000年 第70回小樽定演
（H.12） 　　　Ⅰ. Afro-American Spirituals Stage　Ⅱ.ОＢ：「感傷的な二つの奏鳴曲」 高嶋みどり/作曲　Ⅲ.「あしたうまれる」 新実徳英/作曲

1999年 第69回小樽定演 (♪)
（H.11） 　　　Ⅰ.組曲 「東京景物語」 多田武彦/作曲　Ⅱ.伊藤整の詩による「男声合唱曲集」　Ⅲ.ОＢ合同：組曲「月光とピエロ」 清水　脩/作曲

　　　Ⅳ. Jean Sibelius 「男声合唱曲集」　Ⅴ.組曲「IN TERRAPAX」 荻久保和明/作曲

1998年 第68回小樽定演 (♪)
（H.10） 　　　Ⅰ. 「五つの日本民謡」 清水　脩/作曲　Ⅱ.組曲「海」 高田三郎/作曲　Ⅲ.Ｇ・Ｆａｕｒｅ　「小ミサ曲」

　　　Ⅳ. 組曲 「草野心平の詩から・第三」 多田武彦/作曲

第13回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/三大学

　　　1ｓｔ.商大：組曲「草野心平の詩から・第三」　2ｓｔ.学園：男声合唱曲集「壁きえた」より　3ｓｔ.北大：組曲「富士山」
　　　4ｓｔ.合同： 無伴奏男声合唱による「今でも ローセキは魔法の杖」

1997年 第67回小樽定演 第36回札幌定演 (♪)
（H.9） 　　　Ⅰ. 無伴奏男声合唱のための 「幻の雪」 荻久保和明/作曲　Ⅱ.「ｻｲﾓﾝ＆ｶﾞｰﾌｧﾝｸｼｮﾝ ｺﾚｸｼｮﾝ」 福永陽一郎/編曲　

　　　Ⅲ. 組曲 「わたしの願い」 高田三郎/作曲　Ⅳ.「West Side Story」より  ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ/作曲

Joint Concert '97 (♪)　京都大学男声合唱団・横浜国立大学グリークラブ

　　　1ｓｔ.京大：合唱による風土記「阿波」　2ｓｔ.横浜：組曲「雪と花火」　3ｓｔ.商大：「幻の雪」　4ｓｔ.合同：オペラ合唱曲集

1996年 第66回小樽定演 (♪)  第35回札幌定演
（H.8） 　　　Ⅰ. 組曲 「吹雪の街を」 多田武彦/作曲　Ⅱ.「ディズニー名曲集」 源田俊一郎/編曲　Ⅲ.バロックの響き「Missa in a」 Lotti/作曲

　　　Ⅳ. 組曲「ゆうべ、海を見た」 荻久保和明/作曲

第12回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/三大学

　　　1ｓｔ.商大：組曲「吹雪の街を」　2ｓｔ.北大：多田武彦作品集　3ｓｔ.学園：Popular Songs　4ｓｔ.合同：「火の鳥　ヤマト編」(委嘱初演) 

1995年 第65回小樽定演 (♪)  第34回札幌定演
（H.7） 　　　Ⅰ. 組曲 「海鳥の詩」 廣瀬量平/作曲　Ⅱ.「七つのスペイン民謡」 青島広志/編曲　Ⅲ.北欧合唱曲集

　　　Ⅳ. 組曲 「草野心平の詩から・第二」 多田武彦/作曲

1994年 第64回小樽定演 (♪)  第33回札幌定演
（H.6） 　　　Ⅰ.組曲 「雪国にて」 多田武彦/作曲　Ⅱ.組曲「草野心平の詩から・第三」 多田武彦/作曲　Ⅲ.組曲「ひたすらな道」 高田三郎/作曲

　　　Ⅳ.組曲「Man of La Mancha」　M Leigh/作曲 (1).

小樽商科大学
ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ･音楽部・ОＢ会の演奏会歴



第11回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/三大学
　　　1ｓｔ.北大：”Rpbert Shaw”　2ｓｔ.学園：「花に寄せて」　3ｓｔ.商大：組曲「雪国にて」　4ｓｔ.合同：組曲「アイヌのウポポ」 

第7回東京演奏会

1993年 第63回小樽定演 (♪)  第32回札幌定演
（H.5） 　　　Ⅰ. 組曲 「若しもかの星に」　多田武彦/作曲　Ⅱ.ОＢ：「わがふるき日のうた」　多田武彦/作曲　

　　　Ⅲ.ﾐｭｰｼﾞｶﾙ "The Student Prince" S Romberg/作曲　Ⅳ.組曲「あんぱるぬゆんた」　荻久保和明/作曲

Joint Concert '93 (♪)   明治大学グリークラブ・横浜国立大学グリークラブ

　　　1ｓｔ.明大："Robert Show Choral Seres"　2ｓｔ.横浜：組曲「北斗の海」　3ｓｔ.商大：Musical "The New Moon"
　　　4ｓｔ.合同： 組曲「月下の一群」　 ※　1ｓｔ/音源なし

1992年 第62回小樽定演 (♪)  第31回札幌定演
（H.4） 　　　Ⅰ. ”MISSA MATER PATRIS”　Prez/作曲　Ⅱ.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ 「男声合唱選集」より　Ⅲ.組曲「吹雪の街を」　多田武彦/作曲

　　　Ⅳ. 組曲 「ﾃｨｵの夜の旅」　木下牧子/作曲

第10回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/三大学 (♪)
　　　1ｓｔ.学園：「ことばあそびうた」　2ｓｔ.商大：組曲「吹雪の街を」　3ｓｔ.北大：”春のうた”より　4ｓｔ.合同：「晩祷 作品37」・「祈りの虹」 

1991年 第61回小樽定演 (♪)  第30回札幌定演
（H.3） 　　　Ⅰ. 組曲 「北斗の海」　多田武彦/作曲　Ⅱ.Brahms op 54"Schicksalslied"　Ⅲ.ОＢ：「伊藤　整作品集　多田武彦/作曲

　　　Ⅳ. 古典イタリア歌曲　Ⅴ.Brahms op 32 "Narie"

1990年 第60回小樽定演 (♪)  第29回札幌定演
（Ｈ.2） 　　　Ⅰ. 組曲 「雪明りの路」　多田武彦/作曲　Ⅱ.ОＢ：「愛唱曲集」より　Ⅲ.組曲「季節へのまなざし」　荻久保和明/作曲

　　　Ⅳ. 男声合唱とピアノのためのファンタジー「あやとりの記」　荻久保和明/作曲

第9回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/三大学
　　　1ｓｔ.商大：組曲「海鳥の詩」　2ｓｔ.北大：コダーイ男声合唱曲集　3ｓｔ.学園：”フォーレ歌曲集”より　4ｓｔ.合同：歌劇「タンホイザー」より 

Joint Concert '90 (♪)   京都大学男声合唱団・上智大学グリークラブ

　　　1ｓｔ.京大：「コダーイ男声合唱曲集」　2ｓｔ.上智大：組曲「吹雪の街を」　3ｓｔ.商大："Man Of La Mancha"　4ｓｔ.合同：組曲「海鳥の詩」

第6回東京演奏会

1989年 第59回小樽定演  第28回札幌定演 (♪)
（Ｈ.1） 　　　Ⅰ. 組曲「やさしい魚」　新実徳英/作曲　Ⅱ.組曲「ゆうべ、海を見た」　荻久保和明/作曲　Ⅲ.ロシア民謡名曲集

　　　Ⅳ. 組曲 「月光とピエロ」　清水　脩/作曲　Ⅴ.組曲「御　誦」　大島ミチル/作曲

1988年 第58回小樽定演 (♪)  第27回札幌定演
（Ｓ.63） 　　　Ⅰ. 「三つの小笠原新調 ・三つの俗歌」　清水　脩/作曲　Ⅱ.黒人霊歌　Ⅲ.「阿波祈祷文」「黙示」　清水　脩/作曲

　　　Ⅳ. ﾌﾗﾝｽの詩による組曲 ｢月下の一群｣　南　弘明/作曲

第8回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/三大学
　　　1ｓｔ.学園：「フォスター歌曲集」　2ｓｔ.商大：組曲「三つの俗歌」　3ｓｔ.北大：”9つのフランス民謡”より　4ｓｔ.合同：組曲「雨」 

1987年 第57回小樽定演 (♪)  第26回札幌定演
（Ｓ.62） 　　　Ⅰ. "Barbershop Memories" H Frey/編曲　Ⅱ.組曲「北斗の海」　多田武彦/作曲　Ⅲ.「小ミサ　第5番ハ長調」　グノー/作曲

　　　Ⅳ. 組曲 「川よとわに美しく」　三枝成彰/作曲

1986年 第56回小樽定演 (♪)  第25回札幌定演
（Ｓ.61） 　　　Ⅰ. 「レクイエム　二短調」より　ｹﾙﾋﾞｰﾆ/作曲　Ⅱ.JAZZ ST AND ARD NUMBERS　

　　　Ⅲ.「子供の心を忘れない大人たちのための<ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾞﾝ･ﾔﾝ>」　青山宏志/作曲　Ⅳ.組曲「雪明りの路」　多田武彦/作曲

第7回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/三大学
　　　1ｓｔ.北大：「やさしい魚」　2ｓｔ.学園：組曲「月下の一群」　3ｓｔ.商大：「今でも　ローセキは魔法の杖」　4ｓｔ.合同：組曲「海の構図」 

第5回東京演奏会

1985年 第55回小樽定演 (♪)  第24回札幌定演
（Ｓ.60） 　　　Ⅰ. ｢聖週間典礼｣より　Victoria/作曲　Ⅱ.「尾崎喜八の詩」から　多田武彦/作曲　Ⅲ.「合唱のためのｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝⅢ｣ 間宮芳生/作曲

　　　Ⅳ. ｱ･ｶﾍﾟﾗ男声合唱とﾅﾚｰﾀｰのための「ｷﾞﾙｶﾞﾒｼｭ叙事詩<後編>」　青島広志/作曲

Joint Concert '85 (♪)  横浜国立大学グリークラブ

　　　1ｓｔ.商大：組曲「五つの歌」 2ｓｔ.横浜：組曲「やさしい魚」 3ｓｔ.商大：｢ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝⅢ｣ 4st.横浜：ﾃﾞｭｵｳﾊﾟ｢荘厳ﾐｻ｣ 5st.合同：岬の墓

第7回大学連卒業演奏会 (♪)
　　　1ｓｔ.女声合唱：組曲「駿河の歌」より　2ｓｔ.男声合唱：組曲「中原中也の詩から」　3ｓｔ.合同/混声合唱：組曲｢海上の道｣

1984年 第54回小樽定演 (♪)  第23回札幌定演
（Ｓ.59） 　　　Ⅰ. 組曲 「朔太郎の四つの詩」　清水　脩/作曲　Ⅱ.組曲「蛙の歌」　堀　悦子/作曲　Ⅲ.「荘厳ミサ曲」より　ﾃﾞｭｵｳﾊﾟ/作曲

　　　Ⅳ. 組曲 「吹雪の街を」　多田武彦/作曲

第6回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/四大学 (♪)

　　　1ｓｔ.室工：組曲「青春彷徨」　2ｓｔ.商大：「五つの日本民謡」　3ｓｔ.学園：組曲「月下の一群」　4ｓｔ.北大：組曲「アイヌのウポポ」 
　　　5ｓｔ.合同：組曲「富士山」　

1983年 第53回小樽定演 (♪)  第22回札幌定演
（Ｓ.58） 　　　Ⅰ. 組曲 「藁科」　多田武彦/作曲　Ⅱ.ﾐｭｰｼﾞｶﾙ "The Sound Of Music" R･ﾛｼﾞｬｰｽ/作曲　Ⅲ.「神と自然の讃歌」　上元芳男/編曲

　　　Ⅳ. 組曲 「川よとわに美しく」　三枝成彰/作曲

Joint Concert '83 (♪)  神戸商科大学グリークラブ

　　　1ｓｔ.神戸：「Sea Chantey」より　2ｓｔ.商大：「中田喜直作品集」　3ｓｔ.神戸：組曲｢若しもかの星に｣
　　　4ｓｔ.商大：組曲「川よとわに美しく」　5ｓｔ.合同：組曲「柳川風俗詩」　 (2).



Joint Concert '83 (♪)  関西学院グリークラブ

　　　1ｓｔ.商大：組曲「川よとわに美しく」　2ｓｔ.関学：組曲「尾崎喜八の詩から」　3ｓｔ.商大：組曲｢北風の歌｣より
　　　4ｓｔ.関学：組曲「月下の一群」　5ｓｔ.合同：「Sea Chantey」　

1982年 第52回小樽定演 (♪)  第21回札幌定演
（Ｓ.57） 　　　Ⅰ.Negro Spirituals　Ⅱ. ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「My Fair Lady」より　Ⅲ.組曲「北風の歌」　Ⅳ.ｶﾝﾀｰﾀ 「土の歌」　佐藤　真/作曲

第5回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/四大学 (♪)

　　　1ｓｔ.酪農：「宗教曲集」　2ｓｔ.商大：「ロシア民謡」　3ｓｔ.北大：「流氷のうた」より　4ｓｔ.学園：「オフ・コース　－愛の唄ー」 
　　　5ｓｔ.合同：組曲「北斗の海」　

Joint Concert '82 (♪)  立命館大学メンネルコール

　　　1ｓｔ.商大：「ディズニー・ファンタジー」　2ｓｔ.立大：組曲「朔太郎の四つの詩」　3ｓｔ.商大：組曲｢土の歌｣より
　　　4ｓｔ.立大：組曲「隠岐四景」　5ｓｔ.合同：「オペラ合唱曲集」　

第4回東京演奏会(♪) Joint：愛知学院グリークラブ・横浜国立大学グリークラブ

　　　1ｓｔ.愛知：組曲「月下の一群」　2ｓｔ.商大：ｶﾝﾀｰﾀ「土の歌」　3ｓｔ.横浜：風土記｢阿波｣
　　　4ｓｔ.商大：組曲「北風の歌」　5ｓｔ.合同：「Ｓｅａ　Ｓｈａｎｔｅｙ」　

1981年 第51回小樽定演 (♪)  第20回札幌定演
（Ｓ.56） 　　　Ⅰ.組曲 「緑深い牧場の村で」　多田武彦/作曲　Ⅱ.ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 「南太平洋」　R・ﾛｼﾞｬｰｽ/作曲　Ⅲ.「シューベルト男声合唱曲集」より

　　　Ⅳ. 組曲 「野鳥の歌」　上元芳男/作曲

Joint Concert '81 (♪)  横浜国立大学グリークラブ

　　　1ｓｔ.商大：組曲「五つの歌」　2ｓｔ.横浜：組曲「やさしい魚」　3ｓｔ.商大：｢ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝⅢ｣
　　　4ｓｔ.横浜：ﾃﾞｭｵｳﾊﾟ「荘厳ミサ曲」　5ｓｔ.合同：「岬の墓」　

1980年 第50回小樽定演 (♪)  第19回札幌定演
（Ｓ.55） 　　　Ⅰ. 「五つのスロバキア民謡」　ﾊﾞﾙﾄｰｸ/作曲　Ⅱ.「大手拓次の三つの詩」　清水　脩/作曲　Ⅲ.日本民謡　

　　　Ⅳ.組曲 「草野心平の詩から」　多田武彦/作曲

第4回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/四大学 (♪)

　　　1ｓｔ.酪農：「宗教曲集」　2ｓｔ.商大：「ロシア民謡」　3ｓｔ.北大：「流氷のうた」より　4ｓｔ.学園：「オフ・コース　－愛の唄ー」 
　　　5ｓｔ.合同：組曲「北斗の海」　

1979年 第49回小樽定演 (♪)  第18回札幌定演
（Ｓ.54） 　　　Ⅰ. 「ドィツ・ミサ」　ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ/作曲　Ⅱ.「フォスターメドレー」　Ⅲ.組曲「雨」　多田武彦/作曲　

　　　Ⅳ. 組曲 「吹雪の街を」ｰ委嘱作品ｰ　多田武彦/作曲

Joint Concert '79 (♪)  関西学院グリークラブ

　　　1ｓｔ.商大：組曲「海の構図」　2ｓｔ.関学：「黒人霊歌」　3ｓｔ.商大：組曲｢冬の日の構図｣
　　　4ｓｔ.関学：組曲「雪明りの路」　5ｓｔ.合同：組曲「富士山」　

Joint Concert '79 (♪)  静修短期大学合唱団

　　　1ｓｔ.静修：組曲「愛の風船」　2ｓｔ.商大：「海の構図」　3ｓｔ.合同：組曲｢海鳥の詩｣

1978年 第48回小樽定演 (♪)  第17回札幌定演
（Ｓ.53） 　　　Ⅰ.「黒人霊歌」 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ/作曲　Ⅱ.「日本民謡」　Ⅲ.組曲「アイヌのウポポ」 清水 脩/作曲　　

　　　Ⅳ.組曲「雪明りの路」 多田武彦/作曲　

第3回東京演奏会(♪) Joint：横浜国立大学グリークラブ

　　　1ｓｔ.横浜：「宗教曲」　2ｓｔ.商大：「アイヌのウポポ」　3ｓｔ.横浜：｢五つの日本民謡｣
　　　4ｓｔ.商大：「雪明りの路」　5ｓｔ.合同：「オペラ合唱曲集」　

1977年 第47回小樽定演 (♪)  第16回札幌定演
（Ｓ.52） 　　　Ⅰ. 組曲「北陸にて」　多田武彦/作曲　Ⅱ.「イギリス民謡集」　Ⅲ.「イタリア歌曲集とヘーガー作品から」　清水　脩/作曲　

　　　Ⅳ. 合唱による風土記 「阿波」　三木　稔/作曲

第3回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/四大学 (♪)

　　　1ｓｔ.酪農：「宗教曲集」　2ｓｔ.学園：「抒情小曲集」　3ｓｔ.北大：組曲「雨」　4ｓｔ.商大：「朔太郎四つの詩」 
　　　5ｓｔ.合同：「オペラ合唱曲集」　

1976年 第46回小樽定演 (♪)  第15回札幌定演
（Ｓ.51） 　　　Ⅰ. 「古典イタリア歌曲集」　Ⅱ.「ロシア民謡集」　Ⅲ.「宇津木　充作品集」　Ⅳ.組曲「父のいる庭」　多田武彦/作曲　　

1975年 第45回小樽定演 (♪)  第14回札幌定演
（Ｓ.50） 　　　Ⅰ. 「日本の歌(山田耕筰作品集)」　Ⅱ.「Ｎｅｇｒｏ　Ｓｐｉｒｉｔｕａｌｓ」　Ⅲ.「ＤＥＵＸＩＥＭＥ　ＭＩＳＳＥ」　グノー/作曲　　　

　　　Ⅳ. 組曲 「人間の歌」　多田武彦/作曲

1974年 第44回小樽定演 第13回札幌定演 (♪)
（Ｓ.49） 　　　Ⅰ. ｢Missa O Magunium Mysterium｣ VICTORIA/作曲　Ⅱ.ＢＥＡＴＬＥＳ　ＡＬＢＵＭ　Ⅲ.清水　脩作品集

　　　Ⅳ. 組曲 「草野心平の詩から」　多田武彦/作曲

第2回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/四大学 

　　　1ｓｔ.酪農：組曲「雨」より・「智恵子抄　巻末のうた六首」　2ｓｔ.商大：「Beatles Album」　3ｓｔ.学園：組曲「海」　4ｓｔ.北大：「ドイツ・ミサ」 
　　　5ｓｔ.合同：組曲「月光とピエロ」　

第2回東京演奏会

1973年 第43回小樽定演 第12回札幌定演 (♪)
（Ｓ.48） 　　　Ⅰ.組曲 「五つの学生の歌」　石井　歓/作曲　Ⅱ.トスティ・メロディアルバム　Ⅲ.組曲「海の歌」　木村雅信/作曲

　　　Ⅳ. 組曲 「雪明りの路」　多田武彦/作曲 (3).



第1回ｸﾞﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ/四大学 

　　　1ｓｔ.横浜国大：組曲「雪明りの路」　2ｓｔ.商大：民謡による「北国の歌」　3ｓｔ.北大：組曲「中勘介の詩から」　 
　　　4ｓｔ.合同：蒸気機関車への讃歌「走れわが心」　

Joint Concert '73 (♪)/藤女子大学合唱団・藤女子短期大学合唱団

　　　1ｓｔ.商大：民謡による「北国の歌」　2ｓｔ.藤短：組曲「愛の泉」　3ｓｔ.藤大：組曲｢みえないものを｣　Ⅳ.合同：組曲「山芋」

1972年 第42回小樽定演 第11回札幌定演 (♪)
（Ｓ.47） 　　　Ⅰ.「Ｎｅｇｒｏ　Ｓｐｉｒｉｔｕａｌｓ」　Ⅱ.組曲「月光とピエロ」　Ⅲ.蒸気機関車への讃歌「走れわが心」　大中　恩/作曲　

　　　Ⅳ.組曲「中原中也の詩から」　多田武彦/作曲

1971年 第41回小樽定演 第10回札幌定演 (♪)
（Ｓ.46） 　　　Ⅰ.「オペラ合唱曲」　Ⅱ.「山田耕筰作品集」　Ⅲ.「挽　歌」　八木八郎/作曲　Ⅳ.組曲「雨」　多田武彦/作曲

1970年 第40回小樽定演 第9回札幌定演 
（Ｓ.45） 　　　Ⅰ. 「REQUIEM」 L Cherbini/作曲　Ⅱ.ＮＯＲＭＡＮＬＵＢＯＦＦ ＡＬＢＵＭ　Ⅲ.清水 脩作品集　

　　　Ⅳ.組曲「人間の歌」 多田武彦/作曲

第1回東京演奏会

1969年 第39回小樽定演 第8回札幌定演 
（Ｓ.44） 　　　Ⅰ. 「Ｍａｓｓ ｉｎ Ｂ－ｍｉｎｏｒ」　J･S ﾊﾞｯﾊ/作曲　Ⅱ.「五つの男声合唱曲」　大中　恩/作曲　Ⅲ.Ｓｃｒｅｅｎ Ｍｕｓｉｃ　

　　　Ⅳ.組曲「枯木と太陽の歌」　石井　歓/作曲

1968年 第38回小樽定演 第7回札幌定演 
（Ｓ.43） 　　　Ⅰ. ドイツ名曲集　Ⅱ.Ｎｅｇｒｏ Ｓｐｉｒｉｔｕａｌｓ　Ⅲ.宮沢賢治詩集　Ⅳ.組曲「五つの学生の歌」　石井　歓/作曲　

1967年 第37回小樽定演 第6回札幌定演 (♪)
（Ｓ.42） 　　　Ⅰ.「ＤＥＵＸＩＥＭＥ　ＭＩＳＳＥ」　C・グノー/作曲　Ⅱ.Sea Chantey　Ⅲ.「五つの日本民謡」　清水　脩/作曲　

　　　Ⅳ.組曲「朔太郎の四つの詩」　清水　脩/作曲

1966年 第36回小樽定演 第5回札幌定演 (♪)
（Ｓ.41） 　　　Ⅰ.組曲「月光とピエロ」　清水　脩/作曲　Ⅱ.東北地方の民謡による「七つの男声合唱曲集」　小倉　朗/作曲　　

　　　Ⅲ.ロバートショウ合唱曲集　Ⅳ.「荘厳ミサ曲」　ﾃﾞｭｵｳﾊﾟ/作曲

第13回大学合唱祭 (♪) 

　　　 合同/藤女子短期大学合唱団 ｢ロシア民謡」・全体演奏 「ハレルヤ・コーラス」

第2回卒業演奏会 (♪) 

　　　Ⅰ.黒人霊歌　Ⅱ.歌えば楽し　Ⅲ.組曲「おかあさんのばか」　磯部　俶/作曲

1965年 第35回小樽定演 第4回札幌定演 (♪)
（Ｓ.40） 　　　Ⅰ.組曲「おかあさんのばか」　磯部　俶/作曲　Ⅱ.組曲「アイヌのウポポ」　清水　脩/作曲　Ⅲ.黒人霊歌　　

　　　Ⅳ.組曲「雪明りの路」　多田武彦/作曲

第1回卒業演奏会 (♪) 

　　　Ⅰ.合唱ア・ラ・カルト　Ⅱ.四年生を囲んで　Ⅲ.全員合唱　Ⅳ.NHK「みんなの歌」より　Ⅴ.組曲「雪明りの路」

1964年 第34回小樽定演 第3回札幌定演 (♪)
（Ｓ.39） 　　　Ⅰ.モテット集　Ⅱ.日本民謡　Ⅲ.アメリカ民謡集　Ⅳ.黒人霊歌　Ⅴ.「青い照明」　清水　脩/作曲　　

1963年 第33回小樽定演 第2回札幌定演 (♪)
（Ｓ.38） 　　　Ⅰ.世界の民謡　Ⅱ.宗教曲　Ⅲ.ドイツ合唱曲より　Ⅳ.ОB賛助演奏　Ⅴ.「大手拓次の三つの詩」　清水　脩/作曲　Ⅵ.黒人霊歌　　

1962年 第32回小樽定演 第1回札幌定演 (♪)　/小樽商大創立50周年記念演奏会

（Ｓ.37） 　　　Ⅰ. クリスマスのうた　Ⅱ.コンクールのうた　Ⅲ.みんなのうた　Ⅳ.ОB演奏　Ⅴ.黒人霊歌　Ⅵ.組曲「杢太郎の詩から」　多田武彦/作曲

1961年 第31回小樽定演 
（Ｓ.36） 　　　Ⅰ.ロシア民謡　Ⅱ.日本の愛唱歌　Ⅲ.世界の歌　Ⅳ.ОB賛助演奏　Ⅴ.黒人霊歌　Ⅵ.組曲「雪明りの路」　多田武彦/作曲　　

1960年 第30回小樽定演 
（Ｓ.35） 　　　Ⅰ. クリスマスの歌　Ⅱ.「雨の来る前」他　Ⅲ.黒人霊歌　Ⅳ.ОB演奏　Ⅴ.組曲「柳川風俗詩」　Ⅵ.Ｕ ＢＯＪ 他

1959年 第29回小樽定演 
（Ｓ.34） 　　　Ⅰ.宗教曲　Ⅱ.日本の歌　Ⅲ.「黒人霊歌」他　Ⅳ.組曲「雪と花火」より　多田武彦/作曲　

1958年 第28回小樽定演 
（Ｓ.33） 　　　Ⅰ.ロシア民謡　Ⅱ.「水夫のセレナード」他　Ⅲ.「Ａｖｅ　Ｍａｒｉａ」他　Ⅳ.黒人霊歌　Ⅴ.日本の歌　Ⅵ.現代日本合唱組曲より　

1957年 第27回小樽定演 
（Ｓ.32） 　　　Ⅰ.野はうるわし他　Ⅱ.「富士山　拾陸」他　Ⅲ.「秋の日暮れ」他　Ⅳ.黒人霊歌　Ⅴ.組曲「月光とピエロ」　清水　脩/作曲　

<< 音楽部 >>
1956年 第26回定演
（Ｓ.31） 　　　合唱：Ⅰ ロシア民謡　Ⅱ.「楽しき漂浪の人」他　Ⅲ.「Sweet and Ｌｏｗ｣他　Ⅴ.宗教曲　Ⅵ.日本の古い歌　Ⅷ.黒人霊歌 

　　　　 他：Ⅳ.マンドリンオーケストラ　Ⅶ.テノール独唱 

1955年 第25回定演
（Ｓ.30） 　　　合唱：1.ロシア民謡　5.「スオミの歌」他　7.「我が友よ｣他　10.黒人霊歌　12.「モンパパ」他 

　　　   他：2 三重唱　3.ピアノ独奏　4.独唱　6.マンドリンオーケストラ　8.独唱　9.ピアノ独奏　11.フルート独奏 

1954年 第24回定演
（Ｓ.29） 　　　合唱：1.「水夫のセレナード」他　5.「Good Night Lady」他　7.「通りゃんせ｣他　10.「小鳥にのりて」他　 

　　　    他：2.三重唱　3.独唱　4.ピアノ独奏　6.マンドリンオーケストラ　8.フルート独奏　9.ピアノ独奏　 (4).



1953年 第23回定演
（Ｓ.28） 　　　合唱：1.「Adramus te, Christe !」他　5.「聖なる心のみ」他　10.「廟堂頌」他

　　　    他：2.マンドリン四重奏　4.ピアノ独奏　6.賛助/マンドリンオーケストラ　7.独唱　8.フルート独奏　9.賛助/ピアノ独奏　 

1952年 第22回定演
（Ｓ.27） 　　　合唱：1.「三匹の蜂」他　5.「歌わん朗らかに」他　8.「聖き御母｣他　11.「ああ楽しきはこの時」他　 

　　　    他：2.独唱　3.ピアノ独奏　4.独唱　6.フルート独奏　7.賛助/マンドリンオーケストラ　9.独唱　10.マンドリン独奏　 

1951年 第21回定演
（Ｓ.26） 　　　合唱：Ⅰ「うぐいす」他　Ⅱ.「山の朝」他　Ⅲ.「ドイツ・ミサ｣より　　 

　　　    他：(不明) 

1950年 第20回定演
（Ｓ.25） 　　　合唱：Ⅰ「Annie Laurie」他　Ⅱ.「Foster作品」より　Ⅲ.「小夜曲｣他　　 

　　　    他：(不明) 

(5).


