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神奈川県合唱連盟加盟団体 各位                       

   神奈川県合唱連盟 理事長  岩本  達明 

かながわユース･コーラルフェスト実行委員会  

 

かながわユース･コーラルフェスト 2022のご案内 

  

 神奈川県合唱連盟では、中学生・高校生を対象に、今年度も「かながわユース･コーラルフェス

ト 2022」を開催いたします。学校生活においては、皆様、まだまだお気遣いの絶えない日々のこ

とと存じますが、感染予防対策を講じながら合唱活動を継続し、皆で声と心を合わせて歌っていき

たいと考えております。 

今回の講師の先生は、心の琴線に触れる音楽を次々と生み出され、幅広い世代から愛される作曲

家の信長貴富先生。信長先生の作曲または編曲作品を演奏される団体には、ワンポイントレッスン

の時間をいただき、皆様でその作風を学ぶことができればと考えております。また、参加者全員で

歌う合同合唱のコーナーでは、混声（女声）合唱曲「合唱」を先生のご指導のもと全員で練習しま

す。合唱の響きに浸る一日をお楽しみいただきたく、各校のご参加をお願い申し上げます。 

なお、新型コロナウイルスに関する状況の変化により、本要項の内容を変更する可能性もありま

すことをあらかじめご了承ください。変更の際には、神奈川県合唱連盟ホームページにて連絡いた

しますので、随時ご確認をお願いいたします。  

 

1 日  時  2022年 12月 18日(日)      12時 30分〜16時 10分    開場 12時 

 

2 会  場     清泉女学院 講堂（鎌倉市城廻２００） TEL 0467-46-3171   

           JR大船駅下車 西口（観音側）、清泉女学院行きバス乗車約５分（200円） 

           参加人数に応じて臨時バスをご用意します。 

 

3 講  師    信長貴富先生 プロフイール    

 1994年上智大学文学部教育学科卒業。1994・95・99年

朝日作曲賞（合唱曲）、1998年奏楽堂日本歌曲コンクー

ル作曲部門第１位、2000年現音作曲新人賞入選（室内楽

曲）、2001年日本音楽コンクール作曲部門（室内楽曲）

第２位などを受賞。多数の合唱曲のほかに、歌曲、器楽

作品など多岐にわたる。「信長貴富歌曲集」「こどものた

めのピアノ曲集 スタートダッシュ」ほか出版多数。近

年ではオーケストラや器楽アンサンブルを伴う合唱作

品や、オペラなどの舞台作品も手がけている。主な作品

に《新しい歌》（合唱）、《Fragments 〜特攻隊戦死者の

手記による〜》（独唱／合唱）、《マリンバ協奏曲 混線

するドルフィン・ソナー》、《オペラ 山と海猫》（加藤直

台本）などがある。 

 

 

 

 



4 内  容        信長貴富の世界 

 各出演団体の演奏後、信長貴富先生からご講評をいただきます。信長作品を各校１曲は演奏いた

だき、信長先生からのワンポイントレッスンの時間を設けます。 

全体合唱（５０分間） 全員で「合唱」を信長先生のご指導のもとで歌い、その作風を学びます。 

    

*演奏時間は曲間を含めて７分以内とします。演奏曲の制限はありません。   

  *複数の学校による合同合唱団も参加できます。 

  *ステージ上の歌唱人数は 38人、ステージ下 12人、合計 50人までといたします。 

ピアノは下手固定です。 

  *当日の注意事項につきましては、感染状況を鑑み、参加団体の決定後、ご連絡いたします。 

 

5 申込方法、申込期間     次の要領でお申し込みください。 

  (1)参加を希望する学校は、神奈川県合唱連盟 HP より Google Forms にて 

「かながわユース・コーラルフェスト 2022参加申込書」に必要事項を入力し送信してく

ださい。申込書の書式は、神奈川県合唱連盟の HPに 9月初旬にアップします。   

  (2)申込期間：2022年９月 26日(月)〜10月 11日（火） 

     10月３日までは、神奈川県合唱連盟加盟団体優先申し込み期間といたします。 

先着順に受付します。未加盟団体は、4日以降にお申し込みください。 

4日までに演奏団体数が 12団体に満たない場合、先着順に受付させていただきます。 

   ＊申し込み状況は神奈川県合唱連盟の HPに随時掲載いたしますので、ご確認ください。 

   ＊一般の方の観覧につきましては、参加人数の状況により 11月中旬に合唱連盟 HPでご 

案内いたします。保護者の方の観覧につきましては、11月以降、各校でまとめてお申 

し込みいただきます。  

  (3)全体合唱 楽譜購入方法について コピー譜の使用は禁止です。 

各校で楽譜をご購入の上、譜読みをしてきてください。 

     混声合唱とピアノのための「合唱」（女声合唱版もあります）が、ピース版でカワイ出

版より出版されています。混声版、女声版ともにご利用いただけます。 

                http://www.editionkawai.jp/shopdetail/000000007180/ 

 

  (4)参加費 団体参加費 １団体につき  県合唱連盟加盟校  4,000円  

県合唱連盟未加盟校 7,000円 

     個人参加費 生徒出演者１人につき 700円  生徒聴講者１人につき 500円   

     一般、保護者参加費 1000円   出演団体、聴講団体引率顧問は参加費無料 

 

  演奏をされる団体は、団体参加費とメンバーの個人参加費の両方を、演奏を希望され

ない聴講団体は、個人参加費のみのお支払いとなります。参加受付後、指定口座のご案内を

いたしますので、お振込をお願いいたします。なお、演奏を複数の学校による合同で行う場

合は、1団体分の団体参加費をお支払いください。（複数校がすべて加盟校ならば 4,000円、

未加盟校を含む場合は 7,000円となります。） 

  

 

お問い合わせ先 神奈川県合唱連盟【事務所スタッフ常駐 月・火・木・金 12:00〜16:00】  

        〒231-0021     横浜市中区日本大通 15横浜朝日会館４階   TEL:045-681-6033    

FAX:045-662-5119 

                           e-mail：kanagawakenren@nifty.com 

http://www.editionkawai.jp/shopdetail/000000007180/
mailto:kanagawakenren@nifty.com
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