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2017年(平成29年)5月3日(水・祝)～5日(金・祝)／横浜市・神奈川県立音楽堂

＜５月３日(水・祝)＞

時間 講座番号 講座名 講師 編成 曲目 楽譜名（組曲・曲集名） 作曲者 伴奏 出版社 価格(税込) 申込先 備考

Open Singing 雨森文也 無し

３１１ ＮＨＫコンクール課題曲（中学校） 雨森文也
指定
無し

願いごとの持ち腐れ 願いごとの持ち腐れ 内山栞作曲・横山潤子編曲 ピアノ ＮＨＫ出版 248 パナムジカ
FZNH84B(女声)
GZNH84B(混声)

３１２ 全日本合唱コンクール課題曲　混声Ｇ４ 清水敬一 混声 まぶしい朝 合唱名曲シリーズ№46 面川倫一 ピアノ 全日本合唱連盟 1,030 全日本合唱連盟

３１３ 全日本合唱コンクール課題曲　女声Ｆ３ 武田雅博 女声 再会 萩原英彦 ピアノ

３２１ ＮＨＫコンクール課題曲（小学校） 武田雅博 同声 いまだよ いまだよ 信長貴富 ピアノ ＮＨＫ出版 248 パナムジカ FZNH84A

３２２ ＮＨＫコンクール課題曲（高校） 清水敬一
指定
無し

君が君に歌う歌 君が君に歌う歌 大島ミチル ピアノ ＮＨＫ出版 各292 パナムジカ
FZNH84C(女声)
GZNH84C(混声)
MZNH84C(男声)

３２３ 全日本合唱コンクール課題曲　女声Ｆ４ 雨森文也 女声 朱の小箱 鈴木輝昭 無伴奏

３３１ 全日本合唱コンクール課題曲　混声Ｇ１ 雨森文也 混声 Adorna thalamum tuum, Sion Orlande de Lassus 無伴奏

３３２ 全日本合唱コンクール課題曲　男声Ｍ３ 清水敬一 男声 葉月のお月 大中　恩 無伴奏

３３３ 全日本合唱コンクール課題曲　女声Ｆ２ 武田雅博 女声 Ave verum corpus Francis Poulenc 無伴奏

３４１ 全日本合唱コンクール課題曲　混声Ｇ２ 武田雅博 混声 Salve Regina Francis Poulenc 無伴奏

３４２ 全日本合唱コンクール課題曲　混声Ｇ３ 清水敬一 混声 子どもは…… 三善　晃 無伴奏

３４３ 全日本合唱コンクール課題曲　女声Ｆ１ 雨森文也 女声 Ave Regina caelorum Orlande de Lassus 無伴奏

＜５月４日(木・祝)＞

時間 講座番号 講座名 講師 編成 曲目 楽譜名（組曲・曲集名） 作曲者 伴奏 出版社 価格(税込) 申込先 備考

9:30-
9:50

Open Singing Nigel Short 無し

４１１ 「中田喜直作品」講座 辻　秀幸 女声 ねむの花、忘れなぐさ、夏の思い出、石臼の歌、青空の小径 中田喜直女声合唱曲集１ 中田喜直 ピアノ 音楽之友社 972 パナムジカ FZNKYSA

４１２ メサイア講座 Nigel Short 混声 And the glory メサイア Georg Friedrich Handel ピアノ NOVELLO 2,150 パナムジカ GH0511A

４１３ 「日本の四季」講座 清水敬一 混声
春の野、ひばりはうたひ、ほうほけきょ、
納涼、箱根八里、荒磯、春、花

日本の四季 三善晃 ピアノ カワイ出版 2,160 パナムジカ GZMYARB

混声 夕焼け 夕焼け 信長貴富 ピアノ カワイ出版 1,080 パナムジカ GZNBTAJ

混声 くちびるに歌を くちびるに歌を歌を 信長貴富 ピアノ 音楽之友社 1,944 パナムジカ GZNBTAG

４２１ 「中田喜直作品」講座 辻　秀幸 女声 ねむの花、忘れなぐさ、夏の思い出、石臼の歌、青空の小径 中田喜直女声合唱曲集１ 中田喜直 ピアノ 音楽之友社 972 パナムジカ FZNKYSA

４２２ メサイア講座 Nigel Short 混声 Hallelujah メサイア Georg Friedrich Handel ピアノ NOVELLO 2,150 パナムジカ GH0511A

４２３ 「日本の四季」講座（混声） 清水敬一 混声
春の野、ひばりはうたひ、ほうほけきょ、
納涼、箱根八里、荒磯、春、花

日本の四季 三善晃 ピアノ カワイ出版 2,160 パナムジカ GZMYARB

４２４ 「日本の四季」講座（童声） 武田雅博 童声 ひばりはうたひ、ほうほけきょ、夕立、箱根八里、花 日本の四季 三善晃 ピアノ カワイ出版 2,160 パナムジカ GZMYARB

第２７回コーラスワークショップ in 横浜　講習曲一覧

2017年4月3日

10:30-
12:00

12:30-
14:00

合唱名曲シリーズ№46 全日本合唱連盟 1,030 全日本合唱連盟

14:15-
15:45

16:00-
17:30

10:10-
11:40

４１４ 「夕焼け・くちびるに歌を」講座 武田雅博

12:40-
14:10
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４３１ 「中田喜直作品」講座 辻　秀幸 女声 ねむの花、忘れなぐさ、夏の思い出、石臼の歌、青空の小径 中田喜直女声合唱曲集１ 中田喜直 ピアノ 音楽之友社 972 パナムジカ FZNKYSA

４３２ メサイア講座 Nigel Short 混声 Worthy-Amen メサイア Georg Friedrich Handel ピアノ NOVELLO 2,150 パナムジカ GH0511A

４３３ 「日本の四季」講座（混声・童声） 清水敬一 混声
序奏、春の野、ひばりはうたひ、ほうほけきょ、
納涼、夕立、箱根八里、荒磯、春、花

日本の四季 三善晃 ピアノ カワイ出版 2,160 パナムジカ GZMYARB

＜５月５日(金・祝)＞

時間 講座番号 講座名 講師 編成 曲目 楽譜名（組曲・曲集名） 作曲者 伴奏 出版社 価格(税込) 申込先 備考

５１１ 合唱クリニック講座 清水敬一 混声 君が君に歌う歌 君が君に歌う歌 大島ミチル ピアノ NHK出版 292 パナムジカ GZNH84C

５１２ 合唱クリニック講座 辻　秀幸 女声 あの町この町、カチューシャの唄 近代日本名歌抄 信長貴富 ピアノ カワイ出版 1,512 パナムジカ FZNBTKX

５１３ 合唱クリニック講座 Nigel Short 混声
Wolcum Yole!
This little Babe
Deo Gracias

A Ceremony of Carols Benjamin Britten ピアノ Boosey ＆ Hawkes 2,090 パナムジカ GTB7715

５２１ 三善作品講習会 清水敬一 混声 序奏　荒磯　春から花へのつなぎ　花 日本の四季 三善　晃 ピアノ カワイ出版 2,160 パナムジカ GZMYARB

５２２ 中田作品講習会 辻　秀幸 女声 ねむの花　石臼の歌 中田喜直女声合唱曲集１ 中田喜直 ピアノ 音楽之友社 972 パナムジカ FZNKYSA

５２３ 合唱クリニック講座 Nigel Short 女声 Ave Maria (Angelus Domini) Ave Maria (Angelus Domini) Franz Biebl 無伴奏 Hinshaw Music 410 パナムジカ FB3903

５３１ 「指揮者講習」講座 清水敬一 混声 序奏　荒磯　春から花へのつなぎ　花 日本の四季 三善　晃 ピアノ カワイ出版 2,160 パナムジカ GZMYARB

５３２ 「指揮者講習」講座 辻　秀幸 女声 ねむの花　石臼の歌 中田喜直女声合唱曲集１ 中田喜直 ピアノ 音楽之友社 972 パナムジカ FZNKYSA

５３３ 合唱クリニック講座 Nigel Short 混声 Salve Regina 合唱名曲シリーズ№46 Francis Poulenc 無伴奏 全日本合唱連盟 1,030 全日本合唱連盟

（備考欄の記号はパナムジカ注文コード）

(1)価格は税込み。なお、価格は変動する場合があります。ご了承ください。

(２)テキスト・楽譜取り扱い（表の「申込先」欄をご確認ください）

全日本合唱連盟　　　TEL.03-5540-7813　／　FAX.03-3544-1964　／　event@jcanet.or.jp　／　http://www.jcanet.or.jp

パナムジカ　　　Webサイトのワークショップ特設ページからお申し込みください。Webサイト http://www.panamusica.co.jp　／　TEL.075-952-8762　／　FAX.075-951-8762

(３)講座のテキスト・楽譜は必ず事前に購入し、譜読みを済ませて講習に参加してください。

(４)テキストの変更・追加等ありましたら全日本合唱連盟のホームページで随時発表します。　　http://www.jcanet.or.jp/

10:00-
11:00

11:10-
12:10

13:00-
14:00

※「日本の四季」の楽譜は受注生産のため、発送までに3週間ほどかかります。そのため、発注のリミットは今週末までとなります。4月7日までにお申し込みの方へのお届けは
今月末になり、それを過ぎてのお申し込みは楽譜の販売は難しいとの事です。

14:30-
16:00


