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1978年 第3回東京演奏会 12月13日 上野学園石橋ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙ

　　ｼﾞｮｲﾝﾄ：横浜国立大学ｸグリークラブ

Ⅰst 横浜国大 Ⅳst 小樽商大

「宗教曲」 山根和夫/指揮 組曲「雪明りの路」 伊藤　整/作詩

　　1. Kyrie    2. Gloria 安田文子/ｵﾙｶﾞﾝ 　　Ⅰ.春を待つ　　Ⅱ.梅ちゃん 　多田武彦/作曲

　　3. Credo    4. Sanctus e Benedictus 　　Ⅲ.月夜をあるく　Ⅳ.白い障子 大渕正利/指揮

　　5. Agnus Dei 　　Ⅴ.雪　　夜

Ⅱst 小樽商大 Ⅴst 合同演奏

組曲「アイヌのウポポ」 清水　脩/作曲 「オペラ男声合唱曲集」より

　　Ⅰ.くじら祭り　Ⅱ.イヨマンテ　 上元芳男/客演指揮 　　1.狩人の合唱　/ｳｪｰﾊﾞｰ｢魔弾の射手」 大渕正利/指揮

　　Ⅲ.ﾋﾟﾘｶﾋﾟﾘｶ  Ⅳ.日食月食に祈る歌 　　2.巡礼の合唱　/ﾜｰｸﾞﾅｰ｢ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ｣ 藤岡さとる/指揮

　　Ⅴ.恋　歌　Ⅵ.リムセ/輪舞 清滝のりお/ﾋﾟｱﾉ

Ⅲst 横浜国大

「五つの日本民謡」 清水　脩/作曲

　　1.ソーラン節　2.五木の子守唄 藤岡さとる/指揮

　　3.田植え唄　4.かきなべ子唄  5.最上舟唄

1982年 第4回東京演奏会 12月23日　中央区立中央会館

    ｼﾞｮｲﾝﾄ：愛知学院大学グリークラブ・横浜国立大学グリークラブ

Ⅰst 愛知学院大 Ⅳst 小樽商大

フランスの詩による男声合唱組曲 南　弘明/作曲 男声合唱組曲「北風の歌」 茅原民之助/作詞

「月下の一群」 堀口大学/訳詩 　1.序の歌　2.春の岬で　 上元芳男/作曲・指揮

　1.小曲　　2.輪踊り　　 　3.少女に　4.秋の墓標 芳川美樹/ｿﾛ･3

　3.人の言うことを信じるな 大野憲一/指揮 　5.北風の歌　6.跋の歌

　4.海よ　　　5.秋の歌 金山正一/ﾋﾟｱﾉ Ⅴst 合同演奏

Ⅱst 小樽商大 ”Ｓｅａ　Ｓｈａｎｔｙ”水夫の歌

カンタータ「土の歌」 大木惇夫/作詞 　　1. Home ward Bound 那須英幸/指揮

　1.農夫と土　2.祖国の土　 佐藤　真/作曲 　　2. Sailing  sailing 吉村圭司/指揮

　3.死の灰　4.もぐらもち 高野康明/ｿﾛ･4 　　3. Shenandoah 菅野広和/指揮

　5.天地の怒り　6.地上の祈り　 那須英幸/指揮

　7.大地讃頌 田上幸江/ﾋﾟｱﾉ

Ⅲst 横浜国大

合唱による風土記「阿波」

　1.たいしめ　2.麦打ち　3.もちつき　

　4.水取り　5.たたら 菅野広和/指揮

1985年 第7回大学連卒業演奏会
3月14日　札幌市民会館

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ

Ⅰ 女声合唱

組曲「駿河のうた」より 宮沢章二/作詞

　　2.みかんの花はかおり 湯山　昭/作曲

　　3.ちゃっちゃちや畑 吉川　光/指揮

　　5.空と樹海と湖とー富士山のうたー 伊藤希代子/ﾋﾟｱﾉ

Ⅱ 男声合唱

組曲「中原中也の詩から」 中原中也/作詞

　　1.北の海　　2.汚れちまった悲しみに 多田武彦/作曲

　　3.朝鮮女　　4.雲　雀 高橋一哉/指揮

　　5.六月の雨　　6.月の光

Ⅲ 合同演奏

混声合唱組曲「海上の道」 丸山　　豊/作詞

　　1.朝の渚　　2.海の旅人 団　伊玖磨/作曲

　　3.夜の海　　4.漂　着 田中修身/指揮

　　5.沖は紺青 石塚尚美/ﾋﾟｱﾉ
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＜東京演奏会＞

＜連盟卒業演奏会＞



(CD収録)

1977年 第3回　四大学 7月3日　札幌市民会館

1ｓｔ 酪農学園大学・短大合唱団 4ｓｔ 小樽商科大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ

「宗教曲集」 組曲「朔太郎の四つの詩」 荻原朔太郎/作詩

　　1. Agnus Dei /ｸﾞﾉｰ  　　1.五月の貴公子　2.孤　独　 清水　脩/作曲

　　2. The Lord is My Shepherd /ｸﾞﾗﾅﾊﾑ 　　3.陽　春　4.緑色の笛 井川順一/指揮

　　3. Requiem Aeternam /ｺﾈﾘｳｽ 山田博夫/指揮 5ｓｔ 合同演奏

2ｓｔ 北海学園大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 「オペラ合唱曲集」 宍戸吾朗/客演指揮

「抒情小曲集」 室生犀星/作詩 　　1.巡礼の合唱　/ﾜｰｸﾞﾅｰ｢ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ｣ 海江田直子/ﾋﾟｱﾉ

　　1. ふるさと  2. 寂しき春  3. 蝉頃 矢田部　宏/作曲 　　2.水夫の合唱　/ﾜｰｸﾞﾅｰ｢さまよえるｵﾗﾝﾀﾞ人｣

　　4. 月　草  5. 秋の終り　6. 小景異情その二 高橋康之/指揮 　　3.僧侶の合唱　/ﾓｰﾂｧﾙﾄ｢魔笛｣

3ｓｔ 北海道大学合唱団 　　4.囚人の合唱　/ﾜｰｸﾞﾅｰ｢ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ｣

組曲「雨」 多田武彦/作曲 　　5.狩人の合唱　/ｳｪｰﾊﾞｰ｢魔弾の射手」

　　1.雨の来る前　2.武蔵野の雨　 児玉　武/指揮 　　6.大行進曲

　　3.雨の日の遊動円木

　　4.十一月に降る雨　5.雨の日に見る　6.雨

 1980年  第4回　四大学 6月21日　札幌市民会館

1ｓｔ 酪農学園大学・短大合唱団 3ｓｔ 小樽商科大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 伊藤　整/作詞

組曲「父のいる庭」 津村信夫/作詞 組曲「吹雪の街を」より 多田武彦/作曲

　　1.父が庭にいる歌　　2.太郎　　　 多田武彦/作曲 　　Ⅰ.忍　路　Ⅲ.夏になれば　Ⅵ.吹雪の街を 敦賀光裕/指揮

　　3.早春　　4.紀の国 田中　治/指揮 4ｓｔ 北海道大学合唱団 湯山　昭/作曲

2ｓｔ 北海学園大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 男声合唱とピアノのための 菊池　望/指揮

「黒人霊歌」 石前仲宏/指揮 「ゆうやけの歌」 俵　裕子/ﾋﾟｱﾉ

　　1. Nobady Knows De Trouble I See 5ｓｔ 合同演奏

　　2. If I Got My Ticket, Can I Ride? 組曲「枯木と太陽の歌」 中田浩一郎/作詞

　　3. There is A Balm in Gilead 　　1.枯木は独りで歌う 石井　歓/作曲

　　4. Deep River 　　2.花と太陽の会話 上元芳男/客演指揮

　　5. Ride the Chariot 　　3.冬の夜の木枯らしの合唱 上元早枝子/ﾋﾟｱﾉ

　　4.枯木は太陽に祈る

1982年 第5回　四大学 7月3日　札幌市民会館

Ⅰ 酪農学園大学・短大合唱団 Ⅳ 北海学園大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ

「宗教曲集」 田中　治/指揮 「ｵﾌｺｰｽｰ愛の唄ｰ」

　　1. Agnus Dei/ｸﾞﾉｰ  2. Beati mortui /ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ 　　1.生まれ来る子供たちのために　 小田和正/詩・曲

　　3. Kyrie eleison /ﾃﾞｭｵｰﾊﾟ 　　2.夏の終り　３.僕等の時代 藤井淳一/指揮

Ⅱ 小樽商科大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 　　4.愛を止めないで　5.愛の唄 野坂昌代/ﾋﾟｱﾉ

「ロシア民謡」 那須英幸/指揮 Ⅴ 合同演奏

　　1. ｶﾁｭｰｼｬ  2. 十二人の盗賊  3. ｶﾘﾝｶ 組曲「北斗の海」 草野心平/作詞

　　4. ｺｻｯｸの子守唄  5. ｳﾞｫﾙｶﾞの舟唄 　　Ⅰ.Bering-Fantasy　Ⅱ.窓　Ⅲ.風景 多田武彦/作曲

Ⅲ 北海道大学合唱団 　　Ⅳ.海　Ⅴ.エリモ岬 大畑耕一/指揮

男声合唱とﾋﾟｱﾉのためのﾃﾞｨｱﾛｰｸﾞ 阿部　保/作詞

「流氷の歌」より 湯山　昭/作曲

　　1.緑の廣野に放て　2.日まわりの歌　 坂下　徹/指揮

　　3.流氷の歌　4.光の讃歌 黒川好子/ﾋﾟｱﾉ

1984年 第6回　四大学 7月1日　札幌市民会館

Ⅰｓｔ 室蘭工業大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ Ⅳｓｔ 北海道大学合唱団

組曲「青春彷徨」 宮沢章二/作詞 組曲「アイヌのウポポ」 清水　脩/作曲

　　1.夏草　　2.ほたる　　3.秋風 溝上日出夫/作曲 　　Ⅰ.くじら祭り　Ⅱ.イヨマンテ　Ⅲ.ピリカピリカ 伊藤雅司/指揮

　　4.若草　　5.早春 村井秀樹/指揮 　　Ⅳ.日食月食に祈る歌

Ⅱｓｔ 小樽商科大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 　　Ⅴ.恋　歌　Ⅵ.リムセ/輪舞

「五つの日本民謡」 清水　脩/作曲 Ⅴｓｔ 合同演奏

　　1.ソーラン節　2.機織唄　3.佐渡おけさ 星野史朗/指揮 組曲「富士山」より 草野心平/作詞

　　4.五木の子守唄　5.最上舟唄 　　Ⅰ.作品第壹 Ⅱ.作品第肆 多田武彦/作曲

Ⅲｓｔ 北海学園大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 　　Ⅲ.作品第拾陸   Ⅳ.作品第拾捌 宍戸吾朗/指揮

フランスの詩による 堀口大学/訳詩 　　Ⅴ.作品第貳拾壹

 組曲「月下の一群」 南　弘明/作曲

　　1.小　曲　2.輪踊り　3.人の言うことを信じるな 吉浦正登/指揮

　　4.海　よ　　5.秋の歌 近江　宏/ﾋﾟｱﾉ
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＜グリーフェスティバル＞



1992年 第10回　三大学6月13日　札幌市教育文化会館

1ｓｔ 北海学園大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 谷川俊太郎/作詞 4ｓｔ 合同演奏 上元芳男/指揮

男声合唱とピアノのための 新実徳英/作曲 　1.Blagosloven yesi, Gospodi ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ/作曲

「ことばあそびうたⅡ」 篠倉博信/指揮         （晩祷第9番/ﾛｼｱ正教祈祷文）

　　1.カッパ　2.うとてとこ　3.たそがれ　4.さる 大実　浩/ﾋﾟｱﾉ 　2.男声合唱とピアノのための 津田定雄/作詞

2ｓｔ 小樽商科大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 　　　「祈りの虹」より 新実徳英/作曲

組曲「吹雪の街を」 伊藤　　整/作詞 　　　　　”ヒロシマにかける虹” 大実　浩/ﾋﾟｱﾉ

　Ⅰ.忍　路　Ⅱ.また月夜　Ⅲ.夏になれば 多田武彦/作曲

　Ⅳ.秋の恋人　Ⅴ.夜の霰　Ⅵ.吹雪の街を 塩田直寿/指揮

3ｓｔ 北海道大学合唱団

「春のうた」より シューマン/作曲

　　1.深まり行く　2.気をつけろ　3.春の朝

　　4.早　朝　5.酒を呑んで 五森俊彦/指揮

(CD収録)

1973年 藤女子大学合唱団 ６月23日　藤学園講堂

藤女子短期大学合唱団 3ｓｔ 藤女大

1ｓｔ 小樽商大 組曲「見えないもの」 伊藤みきこ/作詞

民謡による 「北国の歌」 高田三郎/作曲 　　1.伸びあがる　　2.呼びかける 中田喜直/作曲

　　1.南部牛追い唄　　2.ほーはい節 菅原隆雄/指揮 　　3.待っている　　4.飛び越える 菅みどり/指揮

　　3.野良唄三階節　　4.草刈唄 　　5.考える　　6.追いかける 半田かつ子/ﾋﾟｱﾉ

　　5.田植唄　　 3ｓｔ 合同演奏

2ｓｔ 藤短大 混声合唱組曲「山　芋」 大関松三郎/作詞

組曲 「愛の泉」 中村千栄子/作詞 　　1.畑うち　　2.みみず 佐藤敏直/作曲

　　1.愛の泉　　2.ちかい　3.生きているのは 高田三郎/作曲 　　3.夕　日　　4.虫けら 相沢保正/指揮

　　4.伝言　　5.若い娘たちの歌 赤根美喜/指揮 長南道子/ﾋﾟｱﾉ

時田真希/ﾋﾟｱﾉ

1979年 静修短期大学合唱団６月13日　札幌共済ホール

1ｓｔ 静修短大

組曲「愛の風船」 中村千栄子/作詞

　　1.音楽会のあと　　2.風のなかのあなたとわたし大中　　恩/作曲

　　3.沈黙のしあわせ　　4.母のように 瓜生容子/指揮

　　5.ことばってすてきなもの　　 西村朋子/ﾋﾟｱﾉ

　　6.ふうせんやさんになりたいむすめ

2ｓｔ 小樽商大 小林純一/作詞

組曲「海の構図」 中田喜直/作曲

　　1.海と蝶　　2.海女礼讃 大石晴也/指揮

　　3.かもめの歌　　4.神話の巨人 小林倫子/ﾋﾟｱﾉ

3ｓｔ 合同演奏

組曲「海鳥の詩」 更科源蔵/作詞

　　1.オロロン鳥　　2.エトピリカ 廣瀬量平/作曲

　　3.海　　鵜　　4.北の海鳥 上元芳男/指揮

上元早枝子/ﾋﾟｱﾉ

1979年 関西学院ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ ７月21日　小樽市民会館

1ｓｔ 小樽商大 3ｓｔ 小樽商大

組曲「海の構図」 小林純一/作詞 組曲「冬の日の記憶」 中原中也/作詞

　　1.海と蝶　　2.海女礼讃 中田喜直/作曲 　　1.冬の明け方　2.冬の日の構図　3.冬の長門峡 多田武彦/作曲

　　3.かもめの歌　　4.神話の巨人 大石晴也/指揮 　　4.更くる夜　　5.南無　ダダ 上元芳男/客演指揮

小林倫子/ﾋﾟｱﾉ 4ｓｔ 関西学院

2ｓｔ 関西学院 組曲「雪明りの路」 伊藤　整/作詞

「黒人霊歌」 　　Ⅰ.春を待つ　　Ⅱ.梅ちゃん　　Ⅲ.月夜わあるく 多田武彦/作曲

　　1. Do-don’t touch a my Garment 　　Ⅳ.白い障子　　Ⅴ.雪　夜 北村協一/指揮

　　2. Swing Low ,Sweet Chariot 5ｓｔ 合同演奏

　　3. Ain'a that a good news 組曲「富士山」より 草野心平/作詞

　　4. There is A Balm in Gilead 　　Ⅰ.作品　第壱 多田武彦/作曲

　　5. Set Down Servant 黒瀬康夫/指揮 　　Ⅱ.作品　第肆

　　Ⅴ.作品　弐拾壱
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＜ジョイント・コンサート＞



1981年 横浜国立大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ
７月21日　札幌市教育文化会館 3ｓｔ 商大ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ

1ｓｔ 小樽商大 伊藤　整/作詞 「山田耕筰作品集」

組曲「緑深い故郷の村で」 多田武彦/作曲 　　1.青蛙　　2.赤とんぼ (ｿﾛ/杉山啄哉)

　　1.春　日　　2.風　　3.雨 (ｿﾛ/大塚智治) 　　3.中国地方の子守唄　　4.あわて床屋　

　　4.壽(ひさし)に　　5.林檎園の六月 武村　裕/指揮 　　5.この道 杉山良一/指揮

2ｓｔ 横浜国立大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 4ｓｔ 横浜国立大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ

「黒人霊歌」 「Ｍｅｓｓｅ　Ｃ－ｍｏｌｌ」　 F･ﾘｽﾄ/作曲

　　1. Di anna the come 　　1. Kyrie  2. Gloria  3. Credo 山根一夫/指揮

　　2. Deep River 　　4. Sanctus  5. O Strabaziohne  6. Agnus Dei 三森　祐/ｵﾙｶﾞﾝ

　　3. Stay Charm 5ｓｔ 合同演奏

　　4. Didn't My Lord Deliver Daniel 安東宏祐/指揮 組曲「月光とピエロ」 堀口大学/作詞・清水　脩/作曲

　　1.月光　　2.秋のピエロ　　3.ピエロ　　 安東宏祐/指揮

　　4.ピエロの嘆き　　

　　5.月光とピエロとピエレットの唐草模様 武村　裕/指揮

1982年 立命館大学ﾒﾝﾈﾙｺｰﾙ
7月18日　札幌市民会館

St 1 小樽商大 St 4 立命館大

「ディズニー　ファンタジー」 組曲「隠岐四景」 岡本おさみ/作詞

　　1.美しき夜　　2.ﾃﾞｲﾋﾞｸﾛｹｯﾄの歌 　　Ⅰ.伊三郎節　　Ⅱ.白髪哀歌　　　 堀　悦子/作曲

　　3.ﾋﾞﾋﾞﾃﾞｨ･ﾊﾞビﾞﾃﾞｨ･ﾌﾞｰ　　4.ﾗ・ﾗ・ﾙｰ 　　Ⅲ.牛突き唄　　Ⅳ.さかな 片桐清実/指揮

　　5.ﾁﾑ･ﾁﾑ･ﾁｪﾘｰ　　6.星に願いを 吉川美樹/指揮 St 5 合同演奏

St 2 立命館大 「オペラ合唱曲集」 田上幸江/ﾋﾟｱﾉ

組曲「朔太郎の四つの詩」 荻原朔太郎/作詞 　　1.僧侶の合唱　/ﾓｰﾂｧﾙﾄ｢魔笛｣ 片桐清実/指揮

　　1.五月の貴公子　2.孤　独　 清水　脩/作曲 　　2.狩人の合唱　/ｳｪｰﾊﾞｰ｢魔弾の射手」

　　3.陽　春　4.緑色の笛 尾関浩司/指揮 　　3.囚人の合唱　/ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ｢ﾌｨﾃﾞﾘｵ｣ 那須英幸/指揮

St 3 小樽商大 大木惇夫/作詞 　　4.巡礼の合唱　/ﾜｰｸﾞﾅｰ｢ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ｣

ｶﾝﾀｰﾀ 「土の歌」より 佐藤　真/作曲

　　Ⅰ.農夫と土　　Ⅱ.祖国の土　　Ⅲ.死の灰 那須英幸/指揮

　　Ⅴ.天地の怒り　　Ⅶ.大地讃頒 田上幸江/ﾋﾟｱﾉ

1983年 関西学院ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ
7月20日　札幌市教育文化会館

1ｓｔ 小樽商大 米田栄作/作詞 4ｓｔ 関西学院

組曲「川よとわに美しく」より 三枝成彰/作曲 フランスの詩による 南　弘明/作曲

　　Ⅰ.釈哲道童子　Ⅳ.静脈の川　 吉川美樹/指揮 組曲「月下の一群」 堀口大学/訳詩

　　Ⅴ.川よとわに美しく 白杵久美子/ﾋﾟｱﾉ 　　1.小　曲　2.輪踊り　 北村協一/指揮

2ｓｔ 関西学院 尾崎喜八/作詞 　　3.人の云ふことを信じるな　4.海　よ　　5.秋の歌 近藤裕彦/ﾋﾟｱﾉ

組曲「尾崎喜八の詩から」 多田武彦/作曲 5st 合同演奏

　Ⅰ.冬野　Ⅱ.最後の雪に　Ⅲ.春秋 ”Ｓｅａ　Ｓｈａｎｔｙ”水夫の歌 北村協一/指揮

　Ⅳ.天上沢　Ⅴ.牧場　Ⅵ.かけす 小杉穂高/指揮 　　1. Homeward Bound  2. I've got Six pence 

3ｓｔ 小樽商大 　　3. Rolling Home  4. Shenandoah

組曲「北風の歌」より 茅原民之助/作詞 　　5. Swansea Town

　　Ⅰ.序の歌　　Ⅱ.春の岬で　　 上元芳男/作曲・指揮

　　Ⅳ.秋の墓標　　Ⅴ.北風の歌

1983年 神戸商科大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ7月30日　小樽市民会館

1ｓｔ 神戸商大 4ｓｔ 小樽商大

「Ｓｅａ　Ｃｈａｎｔｅｙ」より 田中正裕/指揮 組曲「川よとわに美しく」 米田栄作/作詞

　Ⅰ Sailing Sailing　Ⅱ Haul Away, Joe 　　Ⅰ.釈哲道童子　Ⅳ.静脈の川　 三枝成彰/作曲

　Ⅲ Whup ! Jamboree 　　Ⅴ.川よとわに美しく 吉川美樹/指揮

　Ⅳ Bound For The Rio Grande 白杵久美子/ﾋﾟｱﾉ

　Ⅴ The Drummer And The Cook 5st 合同演奏

2ｓｔ 小樽商大 組曲「柳川風俗詩」 北原白秋/作詞

「中田喜直作品集」 星野史朗/指揮 　　1.柳　川　　2.紺屋のおろし　 多田武彦/作曲

　　1.忘れ名草　　2.夏の思い出　 　　3.かきつばた　　4.梅雨の晴れ間 上元芳男/客演指揮

　　3.小さな秋見つけた　　4.雪の降るまち

3ｓｔ 神戸商大

組曲「若しもかの星に」 百田宗治/作詞

　Ⅰ.若しもかの星に　Ⅱ.光　Ⅲ.樹のぼり 多田武彦/作曲

　Ⅳ.母の夢　Ⅴ.海景　 林　　秀樹/指揮

　Ⅵ.遠いところで子供達が歌ってゐる
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1985年 横浜国立大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ
7月20日　小樽市民会館 3ｓｔ 小樽商大

1ｓｔ 小樽商大 合唱のための「コンポジションⅢ」 間宮芳生/作曲

組曲「五つの歌」 武鹿悦子/作詞 　　1.艪(ろ) 　　2.羯鼓(かっこ)　　 田中修身/指揮

　1.雨　2.１１月のパーティ　3.春の雲流れる 草川　啓/作曲 　　3.引き念佛

　4.小さい墓地　5.草原の幻 清水尚弘/指揮 4ｓｔ 横浜国大

2ｓｔ 横浜国大 「荘厳ミサ曲」より ﾃﾞｭｵｳﾊﾟ/作曲

組曲「やさしい魚」 川崎　　洋/作詞 　  1. Kyrie  2. Gloria  3. Sanctus 飛永信康/指揮

　1.感傷的な唄　2.ジョギングの歌　3.天使 新実徳英/作曲    4. Agnus Dei  5. O Salutaris  

　4.鳥が　5.やさしい魚 大沢利郎/指揮 5st 合同演奏

小林牧子/ﾋﾟｱﾉ 「岬の墓」 堀田善衛/作詞・団伊玖磨/作曲

永井征男/客演指揮

上原ゆかり/ﾋﾟｱﾉ

1990年 京都大学男声合唱団
上智大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ 8月4日　小樽市民会館

1ｓｔ 京都大 3ｓｔ 小樽商大 Joe Drion/作詞

「コダーイ男声合唱曲集」より　 横尾敏明/指揮 組曲「Man Of La Mancha」より Mitch Leigh/作曲

  1. ヒトキニ モーニ ゼーニ   2.ｴｷｽ ﾄﾞﾘ 　　Ⅰ. Man Of La Mancha　　Ⅲ.　Dulcinea　　 田中　学/指揮

　3. トリスタル パーゴ   4.ｸﾗﾘﾈ ﾀｰﾁ 　　Ⅴ. Little Bird, Little Bird　Ⅵ. Finale 川端奈苗/ﾋﾟｱﾉ

2ｓｔ 上智大 4ｓｔ 合同演奏

組曲「吹雪の街を」 伊藤　整/作詞 組曲「海鳥の詩」 更科源蔵/作詞

　Ⅰ.忍　路　Ⅱ.また月夜　Ⅲ.夏になれば 多田武彦/作曲 　　1.オロロン鳥　　2.エトピリカ 廣瀬量平/作曲

　Ⅳ.秋の恋人　Ⅴ.夜の霰　Ⅵ.吹雪の街を 野口裕文指揮 　　3.海　　鵜　　4.北の海鳥 安部昌司/客演指揮

川端奈苗/ﾋﾟｱﾉ

1993年 明治大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ
横浜国立大学グリークラブ

8月9日　小樽市民会館

1ｓｔ 明治大 4ｓｔ 合同演奏

未収録 「Robert Show Choral Series」 組曲「月下の一群」 堀口大学/訳詩

 　 1.Grandfather's clock  2. Good night Lady 　　1.小　曲　2.輪踊り　3.人の言うことを信じるな 南　弘明/作曲

  　3. Aura Lee  4. wait for the wagon 　　4.海　よ　　5.秋の歌 外山　浩/指揮

  　5. Seeing Nellie Home  6. Vive La company 小林　功/ﾋﾟｱﾉ

2ｓｔ 横浜国大 草野心平/作詞

組曲「北斗の海」 多田武彦/作曲

　Ⅰ.Bering-Fantasy　Ⅱ.窓　Ⅲ.風景  外山　浩/指揮

　Ⅳ.海  Ⅴ.エリモ岬

3ｓｔ 小樽商大

Musical「The New Moon」 歌詞/Ｏ Hammerstein

　1. Safty , As in a Morning sunrise  F Mandel

 　2. Funny Little sailor Men L Schwab

　3. Wanting  4. Lover, Come Back to Me  作曲/S Romberg

　5. Stout Hearted Men 北川貴一郎/指揮

1997年 京都大学男声合唱団
横浜国立大学ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞ

8月9日　小樽市民会館

1ｓｔ 京都大 4ｓｔ 合同演奏

合唱による風土記 「阿波」 三木　稔/作曲 「オペラ合唱曲集」 長内　勲/客演指揮

　　1.たいしめ　2.麦打ち　　3.もちつき 大和忠利/指揮 　　1. 囚人の合唱　/ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ｢ﾌｲﾃﾞﾘｵ｣ 石田敏明/ﾋﾟｱﾉ

　　4.水取り　　5.たたら 　　2. 狩人の合唱　/ｳｪｰﾊﾞｰ｢魔弾の射手」

2ｓｔ 横浜国大 　　3. 僧侶の合唱　/ﾓｰﾂｧﾙﾄ｢魔笛｣

組曲 「雪と花火」 北原白秋/作詞 　　4. 巡礼の合唱　/ﾜｰｸﾞﾅｰ｢ﾀﾝﾎｲｻﾞｰ｣

　  1. 片 恋    2. 彼岸花    多田武彦/作曲

    3. 芥子の葉   4. 花火

3ｓｔ 小樽商大

無伴奏男声合唱のための 「幻の雪」 草野心平/作詞

　　Ⅰ. 冬の稲妻　　Ⅲ.　子守歌　　 荻久保和明/作曲

　　Ⅴ. 幻の雪　　Ⅵ. 雪 寺田耕次/指揮
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