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プログラム 

Ⅰ. Missa ( Kyrie, Gloria )

Ⅱ. Symbolum Nicenum ( Credo )

Ⅲ. Sanctus

Ⅳ. Osanna, Benedictus,

Agnus Dei et Dona nobis pacem

：横浜合唱協会

：横浜合唱協会

：横浜合唱協会

：横浜合唱協会

：横浜合唱協会

：横浜合唱協会

：横浜合唱協会オルケストル・

アヴァン=ギャルド

：横浜合唱協会

ソ プ ラ ノ Ⅰ 中 山 美 紀

横浜合唱協会　第70回定期演奏会

創立50周年記念

J.S.バッハ

ミサ曲　ロ短調
Messe in h-Moll　BWV232

―　休憩　―

指 揮 柳 嶋 耕 太

ソ プ ラ ノ Ⅱ 鈴 木 美 登 里

ア ル ト 小 川 明 子

テ ノ ー ル 谷 口 洋 介

バ ス 青 山 貴

管 弦 楽

合 唱 横 浜 合 唱 協 会
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ごあいさつ 

 

■ 清水 光洋 / 代表 

本日は横浜合唱協会第 70 回定期演奏会にご来場いただき誠にありがとうございます。 

横浜でバッハを歌いたいと 1970 年に有志が立ち上げた当会は、今年で 50 周年という大

きな節目を迎えました。その間の活動はプログラムの最後に纏めてありますが、さまざま

な局面で私たちの活動を温かく見守って下さった皆様のご支援に対して、心より感謝申し

上げます。 

バッハのミサ曲ロ短調は、あらゆる音楽的要素が凝縮され、合唱の醍醐味を余すところ

なく堪能することができる作品であることは言うまでもありません。記念演奏会に最もふ

さわしい曲として 12 年ぶりに演奏致します。皆様と一緒に至福の時間を共有できたらと思

います。 

本年はさらに 9 月にドイツ演奏旅行も予定しております。合唱団の歴史をもう一度振り

返り、次の時代に向けて挑戦する年にしたいと、会員一同はりきっております。 

今後とも引き続き皆様方のご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

■ 雀部 征宜 / 創立メンバー、元代表 

1970 年 4 月、横浜合唱協会はそれまでの“横浜ＹＭＣＡ草の実会”から敢えて名前を変え

て波高い大海原に船出しました。私たちを突き動かしたのは“本格的なバッハの受難曲をこ

の横浜で演奏したい”という強い願いでした。当時東京や大阪にはすでにそういう活動をす

る 100 人を超える大合唱団がいくつか存在しました。 
優れた指導者が良いメンバーを呼び、厳しいトレーニングにより良い演奏ができればさら

に良いメンバーを呼ぶという好循環により、早くそんな合唱団に近づきたいと願っての船

出でした。しかし現実にはわずか 53 人のメンバーで、東京からの応援を得て何とか“ヨハ

ネ”をオケ付きで全曲演奏したというのが実態でした。その後も波の高い航海は続き、目標

とした東京の合唱団も高齢化の波を受け、企業と同様に合唱団も“寿命 50 年”と言われるよ

うになりました。そうはさせたくないと考えた私たちは、先の“好循環”に加えて“世代交代

を意識的に考える”ことを愚直に進めてきました。年輪を重ねた合唱団が、創立以来の団を

支えたメンバーが、えてして自分たちの居心地の良い運営に走る衝動に駆られると考えた

からです。その結果、私自身の限界から現役を退いた 2010 年には残念ながら明確な兆候

を見ることはなかったのですが、ここ数年は明らかなサウンドの変化、進化があると感じ

ています。 

あれから半世紀、横浜合唱協会は今年創立 50 周年を迎えようとしています。一般的には

“寿命”と考えられているこの時を、このような活力ある進化の過程の中で迎えることがで

きることは、まことに感慨深いものがあります。大いに期待して聴きたいと思います。 
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ごあいさつ 

 

■ 柳嶋 耕太 / 指揮者 

ドイツ・ザールブリュッケン留学時代の指揮師匠の一人がしばしば言っていました。 

「バッハのミサ曲ロ短調を生涯で 5 回は演奏しなさい、それを路標にしてきみの指揮者と

してのキャリアを考えなさい」と。 

今回が、私にとって指揮者としてミサ曲ロ短調に向き合う最初の機会となります。その

初めての機会を、最高のソリストの先生方、古楽オーケストラの最先端をゆくオルケスト

ル・アヴァン=ギャルド、そして私の人生より長い時間をかけてバッハを愛し続けうたっ

てきた横浜合唱協会の皆さまとご一緒する形で迎えることができるという、これ以上にな

い幸運をありがたく噛みしめています。 

この 1 年弱、この名曲中の名曲に対峙し、いま私と横浜合唱協会の面々で何ができるだ

ろう、ということを悩み考えながら取り組んできました。ひとつの結論は「正直な音楽が

したい」ということです。ソリスト、オーケストラの個々の方々がそうであるように、合

唱団の個々人が決して傍観者にはならず、自ら音を聴きうたうということ。合唱団は今日、

舞台上にパートごとではなく、完全にシャッフルされた状態で並んでいますが、例えばそ

れも個々にとっての「正直な音楽」を目指すための試みの一つです。ソリスト、オーケス

トラの皆様のあまりにも心強い協働に助けられながら、それが私たちらしいかたちの実を

結ぶことに繋がることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 69回定期演奏会      （撮影:スタッフ・テス） 
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演奏者プロフィール 

■柳嶋 耕太（やなぎしま こうた/指揮） 

2011 年に渡独。マンハイム音楽・表現芸術大学指揮科合唱専攻を経て、 

ザール音楽大学指揮科合唱指揮専攻を卒業。2013 年度ドイツ連邦教育研究 

省奨学生。学内や地域での合唱指導で研鑽を重ね、2015 年にはドイツ若手指

揮者の登竜門であるドイツ音楽評議会・指揮者フォーラム研究員に日本人と

して初めて選出され、同時に Carus 出版より"Bachvocal"賞を授与される。以

来、ベルリン放送合唱団、北ドイツ放送合唱団、ザールブリュッケン室内合

唱団をはじめとするドイツ国内各地の著名プロ／セミプロ合唱団を指揮。合

唱指揮をゲオルク・グリュン、指揮を上岡敏之の各氏に師事。2017 年 10 月

に完全帰国。Vocalconsort initium、室内合唱団 vox alius、Chor OBANDES、

東京ユヴェントス・フィルハーモニー合唱団、こだいら合唱団など多数の合

唱団で音楽監督、常任指揮者を務める。帰国直後からの指導を経て、2018 年

6 月より横浜合唱協会指揮者に正式就任。

■中山 美紀（なかやま みき/ソプラノ） 
横浜市出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、同大学院独唱専攻修了。学部卒業時

にアカンサス音楽賞及び同声会賞を受賞。第 30 回国際古楽コンクール〈山梨〉最高位。

第４回緑区新人演奏会最優秀賞。第２回スペイン国際音楽コンクール第１位。他多数入賞。

主に歌曲、宗教曲のソリストとして活動し、古楽から現代曲まで幅広いレパートリーのソ

ロを務める。メディアでは「日本名曲アルバム」「ららら♪クラシック」等に出演。バッ

ハ・コレギウム・ジャパン声楽メンバーとして演奏会や録音に参加している。横浜市民広

間演奏会会員。 

■鈴木 美登里（すずき みどり/ソプラノ） 
京都市立芸術大学声楽科大学院修了。兵庫県芸術文化海外留学助成金を受けオランダ

に留学。グレゴリオ聖歌からバロック期に至る古楽声楽とアンサンブルを学ぶ。留学中

より国内外の古楽グループのソリストとしてコンサートツアー及び録音に参加。2000 年

に帰国。初期バロック期のソロ声楽曲及びマドリガーレの研究に力を注ぎ、コンサート

や講習会など積極的な活動を展開。主宰する声楽アンサンブル「ラ・フォンテヴェルデ」

の演奏会は各方面から高い評価を得ている。 

■小川 明子（おがわ あきこ/アルト） 
東京藝術大学卒業、同大学院修了。文化庁オペラ研修所第 10 期修了。1992 年第 61

回日本音楽コンクール声楽部門第 2 位。1993 年第 4 回奏楽堂日本歌曲コンクール第 1 位

（山田耕筰賞）。1997 年文化庁派遣芸術家在外研修員としてウィーンに留学。CD「日

本歌曲選」「啄木とみすゞを歌う」「からたちの花 山田耕筰歌曲集」「荒城の月 国楽

を離陸させた偉人たち」「さくら横ちょう 中田喜直４つの歌曲集」「早春賦 日本歌曲

選２」「落葉松 アルトとギターで紡ぐ日本の歌」「お菓子と娘 橋本國彦歌曲集」をリ

リース。二期会会員。  

  

（撮影:スタッフ・テス） 
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演奏者プロフィール 

■谷口 洋介（たにぐち ようすけ/テノール） 
神奈川県横浜市出身在住。1998 年よりバッハ・コレギウム・ジャパンの主要メンバー

として国内外の演奏会や CD 録音に参加している。1999 年、クラウディオ・モンテヴェ

ルディ「聖母マリアの夕べの祈り」でソロデビュー。バロックから古典派のレパートリー

を中心に活躍、その歌唱力表現力は高い評価を得ている。また、日本歌曲やポピュラーソ

ングのカバー等、クラシックの枠にとらわれない幅広いジャンルでも演奏活動を行い、そ

の活躍も期待されている。声楽アンサンブル『ラ・フォンテヴェルデ』メンバー。 

■青山 貴（あおやま たかし/バリトン） 
東京芸術大学卒業、同大学院修了。二期会マスタークラス、新国立劇場オペラ研修所

修了。文化庁、ロームの奨学金を得てボローニャ、ミラノで研鑽を積む。「トスカ」スカ

ルピア、「ラインの黄金」「ワルキューレ」ヴォータン、「ジークフリート」さすらい人、

「セヴィリアの理髪師」フィガロ等、数々のオペラに出演。コンサートにおいても「第九」

や「メサイア」、その他宗教曲のソリストとして出演。第 19 回五島記念文化賞オペラ新

人賞受賞。男声ユニット IL DEVU のメンバーとしても活動。二期会会員。 

■オルケストル・アヴァン=ギャルド（管弦楽） 
オルケストル・アヴァン=ギャルドは、これまで合

唱団「マヨラ・カナームス東京」（音楽監督・渡辺祐

介）と共演を重ね、宗教合唱曲の演奏に高い評価を受

けてきたオーケストラが発展的に組織された、若い世

代によるプロフェッショナルのオリジナル楽器オーケ

ストラである。ヘンデル「メサイア」、モーツァルト

「レクイエム」など得意とする宗教合唱曲の名曲に加

え、ベートーヴェンの交響曲・協奏曲全曲演奏を当面

の目標に掲げている。日本ではベートーヴェンや彼以

降の作曲家の管弦楽作品がオリジナル楽器で演奏され

る機会は少なく、それ自体まだ「アヴァン=ギャルド avant-garde」な試みだが、その現状を打ち破りたい 

という意志もこの名に込められている。  

ヴァイオリンⅠ 

 

◎ 荒木優子 山内彩香 池田梨枝子 水谷有里 
 

ヴァイオリンⅡ 
 
☆ 廣海史帆 髙橋奈緒 堀内由紀 廣末真也  

ヴィオラ 
 
☆ 秋葉美佳 山口真 天野寿彦 

 

 

チェロ 
 
☆ 山本徹 野津真亮 

  

 

コントラバス 
 
☆ 布施砂丘彦 

   

 

フルート 
 
☆ 鶴田洋子 岩崎花保 

  

 

オーボエ 
 
☆ 荒井豪 佐治みのり 山本楓 

 

 

ファゴット 
 
☆ 安本久男 河府有紀 

  

 

ホルン 
 
☆ 塚田聡 

   

 

トランペット 
 
☆ 斎藤秀範 大西敏幸 野田亮 

 

 

ティンパニ 
 
☆ 井手上達 

   

 

オルガン 
 
☆ 圓谷俊貴 

 
  

 チェンバロ   星野友紀    

《凡例》◎コンサートミストレス、☆首席 
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曲目紹介 

本日は「音楽の父」と称される J.S.バッハの生涯最後の大曲で、かつ最高傑作でもある「ミサ曲ロ短調」を取り

上げました。ヨーロッパの中世、ルネサンスの時代から数多くの「ミサ曲」が作られ演奏されてきましたが、その

中にあって、本曲は「最大規模で、しかも極めて幅広い音楽的多様性を有する」名曲です。 

よく音楽家に投げられる「孤島に１冊だけ持ち込むことが許されたとき、あなたはどの楽譜を選びますか？」と

の問いがあります。それに対する答えとして「上位にランクされる」のが、他でもないこの「ミサ曲ロ短調」です。

この曲は合唱が約 7 割（全 27 曲中の 18 曲）を占めウエイトが大きく「合唱団の試金石となる曲」でもあります。

横浜合唱協会にとって６度目の演奏となりますが、若手オリジナル楽器オーケストラとの共演で、この大曲の新た

な魅力を味わっていただければ幸いです。 

 

■「ミサ曲ロ短調」の魅力・聴きどころ 

「すべての音楽はバッハに流れ込み、そしてバッハから流れ出す。」と言われていますが、バッハの集大成である

「ミサ曲ロ短調」には、次のような様々な音楽形式が複合的に組み合わされて曲の魅力を生み出しています。 

・自由フーガ：バッハにおいて頂点に達した近代的なフーガ。 

・古様式フーガ：アラ・ブレーヴェ（2/2 拍子）で書かれたパレストリーナ様式とも称される伝統的フーガ。 

フーガ合唱は全 13 曲、7 曲の“自由フーガ”と 6 曲の“古様式フーガ”が対置、豊かな変化を生み出している。 

・舞曲形式：ルネサンス期のパバーヌ、アルマンド、サラバンド等、バロック期のブーレ、ガボット、 

パスピエ、ジーグ等。 

・コンチェルタート：イタリアで発展した声楽と器楽のアンサンブル、対比や競奏の原理をそなえた様式。 

・リトルネッロ：ヴィヴァルディの協奏曲等で発展した、主題を a も挟みながら進行する形式。 

曲は以下の通り４部構成で、各部は一気に作り上げられたのではなく、25 年の年月を経て作曲されています。 

 

■第１部「Missa キリエとグロリア」 1733 年にザクセン選帝侯に献呈 

1.”Kyrie eleison 主よ憐みたまえ” ロ短調「自由フーガ合唱」 

主題は上昇・下降を繰り返し広い音程幅を駆使して神に憐みを訴求 

2.”Christe eleison キリストよ” ニ長調「ソプラノ 2 人による天使のデュエット」 

ヴァイオリン（天上）と通奏低音（地上）が絵画のような枠組みを形成 

3.”Kyrie eleison 主よ憐みたまえ” 嬰ヘ短調「古様式フーガ合唱」 

上の 2 曲と対比し伝統モテット様式（器楽は合唱をなぞる）、主題は順次進行で音程幅が狭い 

4a.”Gloria 栄光” ニ長調「舞曲（ジーグ）による神への讃歌」 

天上を象徴する 3 拍子で、3 本の神の楽器トランペットが活躍 

4b.”Et in terra pax 地に平和” ニ長調「自由フーガ」 

地上を象徴する 4 拍子に移行し、地上の平和を願う穏やかなフーガ主題がオブリガート・オーケストラで展開 

5.”Laudamus te 主を讃美” イ長調「ソプラノ独唱による華麗な讃美」   

ソプラノとソロ・ヴァイオリンが競う名人芸的で華麗なコンチェルタート 

6.”Gratias agimus tibi 感謝” ニ長調「古様式フーガ」 

“Gratias 主題”と“magnam gloriam 主題”による二重フーガ、後半トランペットが入り高揚 

7a.”Domine Deus 神なる主” ト長調「ソプラノとテノールの二重唱」   

父なる神（Deus Pater）と御子(Fili)の二重唱に、オブリガート・フルートが際立った装飾を付ける 

7b.”Qui tollis 罪を除き給う” ロ短調「悲歌（ラメント）合唱曲」   

シンメトリーで構成される“Gloria”の中心に置かれた曲：”peccata 罪”の短 6 度音程が罪の痛みを強調 

8.”Qui sedes 座し給う方よ” ロ短調「アルト独唱による祈願の曲」  

アルトの切実な憐みを求める叫び、柔らかな響きのオーボエ・ダモーレが”miserere 憐み”の心情を増幅 

9a.”Quoniam tu solus sanctus 主のみ聖なり” ニ長調「バス独唱による偉大な神のアリア」  

”ホルン”が登場、2 本のファゴットとチェロという低音楽器が奏でる「ユニークな五重奏」 

  



 

- 9 - 

曲目紹介 

9b.”Cum Sancto spiritu 聖霊と共に” ニ長調「全楽器と 5 声合唱による大規模な自由フーガ」 

前奏なしの合唱で開始する、生き生きした舞曲リズムの名人芸的フーガによる、輝かしい前半のフィナーレ 

 

■第２部「Symbolum Nicenum ニケア信条」 最晩年の 1748/49 年に書き上げられた 

10.”Credo in unum Deum われは信ず” ニ長調「7 声の古様式フーガ合唱」 

合唱５声にヴァイオリン２声を加えた７声のグレゴリオ定旋律フーガ、７声は天地創造の 7 日を象徴 

11.”Patrem omnipotentem 全能の父” ニ長調「4 声の古様式フーガ合唱」 

オーケストラは、オーボエで開始し後半にはトランペットが加わり華やかさを増して盛り上がっていく 

12.”Et in unum Dominum 唯一の主” ト長調「ソプラノ、アルト 2 声とヴァイオリン 2 声の二重デュエット」 

長いテキストのキリスト神学の核心「神と人間の本質的単一性」を二重デュエットで印象付ける 

13.”Et incarnatus est 受肉” ロ短調「バッハ生涯最後の合唱作品で 5 声合唱」 

合唱の枠組みを作っている執拗に反復するヴァイオリンと通奏低音のオスティナート技法が斬新 

14.”Crucifixus 十字架” ホ短調「舞曲パッサカリアの 4 声合唱」 【シンメトリー構成“ニケア信条”の中心曲】 

半音階下降ラメントバスの受難音型が十字架を担うキリストのしるしで 

あり、通奏低音オスティナートがそれを強調 

15.”Et resurrexit 復活”ニ長調「自由フガート合唱」 

いきなりトゥッティによるファンファーレが舞曲（クーラント）リズムに乗って復活を告げる 

16.”Et in Spiritum sanctum 聖霊”イ長調「独唱バスによるパストラーレ風アリア」 

独唱バスと２つのオーボエ・ダモーレ、通奏低音による珍しい「四重奏」が生み出す斬新な音色効果 

17a.”Confiteor 洗礼を認めます” 嬰ヘ短調「古様式の５声二重フーガ合唱」 

通奏低音のみで支えられたフーガが２つの主題で「baptisma 洗礼」と「remissionem 罪の許し」を表現 

17b.”Et expecto 待望” ニ長調「アダージョ部」と「舞曲ブーレによる歓呼の自由フーガ合唱」 

「アダージョ部」：半音階進行と頻繁な減七和音が生む色彩豊かな和声スペクトルは絶品 

「舞曲ブーレの歓呼」：息をのむ「アダージョ部」から復活待望の「ヴィヴァーチェ部」ヘの推移は劇的 

 

■第３部「Sanctus 聖なるかな」 最も早く作曲され 1724 年にトーマス教会のクリスマス礼拝で演奏 

18a.”Sanctus 聖なるかな” ニ長調「バッハ唯一の 6 声合唱」 

「天使の６つの翼」「３度の呼び交わし」に因み、6 声部、6 回ティンパニ連打、3 本オーボエ等で音画的表現 

18b.”Pleni sunt coeli 天地に満つ” ニ長調「舞曲リズムの自由フーガ」 

「オザンナ」と似た舞曲リズムによる「ファンファーレ風」輪郭を持つ 

 

■第４部「Osanna～Dona nobis pacem オザンナ～われらに平安を」 最晩年の 1748/49 年に書き上げられた 

19&21.”Osanna in excelsis オザンナ” ニ長調「8 声の二重合唱」 

4 声のフガートの２つの合唱が掛け合いながら歓呼して展開する 

20.”Benedictus ほむべきかな” ロ短調「独唱テノールによる三重奏」 

オザンナの大編成二重合唱と響きを対照にした最小編成の省察的な祈り 

22.”Agnus Dei 神の子羊” ト短調「独唱アルトによる三重奏」 

ヴァイオリンのリトルネッロ前奏が苦痛・痛みを奏で、アルトは神の子羊が取り除く”peccata 罪”を切々と歌う 

23.”Dona nobis pacem われらに平安を” ニ長調「古様式フーガ」 

6.”Gratias”と同じ曲で「平和を祈り」全曲を結ぶ 

 

このようにバッハの集大成であるこのミサ曲は、様々な音楽形式を縦横に取り入れ融合し、上に述べたような、

フーガの新旧様式対照やオーケストラ編成の大小、弦・木管・金管楽器の響き・音色対比、舞曲形式の躍動リズム

を織り込んで、ミサの神学的な内容に相応しい全体構造物として造り上げています。 

藤井良昭（会員） 



 

- 10 - 

歌詞対訳 

1. Chor 1.合唱

Kyrie eleison. 主よ、憐みたまえ。 

2.SopranoⅠ,Ⅱ 2.二重唱（ソプラノⅠ,Ⅱ）

Christe eleison. キリストよ、憐みたまえ。 

3.Chor 3.合唱

Kyrie eleison. 主よ、憐みたまえ。 

4a.Chor 4.合唱

Gloria in excelsis Deo. いと高きところには神に栄光。

4b.Chor 4.合唱

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 地には平和、人には恵みあれ。 

5.SopranoⅡ 5.ソプラノⅡ

Laudamus te, われら主をほめ、

Benedicimus te, 主をたたえ、 

Adoramus te, 主をおがみ、 

Glorificamus te. 主をあがめ、 

6.Chor 6.合唱

Gratias agimus tibi 主の大いなる栄光のゆえに 

propter magnam gloriam tuam. (主に)感謝をささげます。 

7a.SopranoⅠ & Tenor 7a.ソプラノⅠ& テノール

Domine Deus, Rex coelestis, 神なる主、天の王、 

Deus Pater omnipotens. 全能の父なる神よ。 

Domine Fili unigenite Jesu Christe altissime. 主なる御ひとり子、至高なるイエズス・キリストよ。 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 神なる主、神の小羊、父のみ子よ。 

7b.Chor 7ｂ.合唱

Qui tollis peccata mundi, 世の罪を除きたもう主よ、

miserere nobis. われらを憐みたまえ。 

Qui tollis peccata mundi, 世の罪を除きたもう主よ、 

suscipe deprecationem nostram. われらの願いを聞きいれたまえ。 

8.Alto 8.アルト

Qui sedes ad dexteram Patris, 父の右に座したもう主よ、 

miserere nobis. われらを憐みたまえ。 

J.S.バッハ　「ミサ曲ロ短調」BWV232

Kyrie／主よ憐みたまえ

Gloria／栄光
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歌詞対訳 

9a.Basso 9a.バス

Quoniam tu solus Sanctus. 主のみ聖なり。 

Tu solus Dominus. 主のみ王なり。 

Tu solus Altissimus, Jesu Christe. 主のみいと高し、イエズス・キリストよ。 

9b.Chor 9b.合唱

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 聖霊とともに父なる神の栄光のうちに。 

Amen. アーメン。  

10.Chor 10.合唱

Credo in unum Deum, われは信ず、唯一の神、

11.Chor 11.合唱

Patrem omnipotentem, 全能の父、 

factorem coeli et terrae, 天と地、 

visibilium omnium, et invisibilium. 見えるもの見えざるものすべての造り主を。 

12.SopranoⅠ& Alto 12.ソプラノⅠ＆アルト

Et in unum Dominum Jesum Christum, われは信ず、唯一の主、 イエス・キリストを、

Filium Dei unigenitum. 神の御ひとり子、

Et ex Patre natum ante omnia saecula. 主はすべてに先立って、父より生まれた。

Deum de Deo, lumen de lumine, 神よりの神、光よりの光 

Deum verum de Deo vero. まことの神よりの、まことの神、 

Genitum, non factum, consubstantialem Patri: 造られずして生まれ、父と一体となり、 

per quem omnia facta sunt. すべては主によりて造られた。 

Qui propter nos homines, 主はわれら人類のため、 

et propter nostram salutem descendit de coelis. またわれらの救いのために、天よりくだり、 

13.Chor 13.合唱

Et incarnatus est de Spiritu Sancto 聖霊によりて、処女マリアより

ex Maria Virgine: et homo factus est. 御からだをうけ、そして人となりたまえり。

14.Chor 14.合唱

Crucifixus etiam pro nobis: ポンティオ・ピラトのもとで、

sub Pontio Pilato われらのために十字架につけられ、

passus, et sepultus est. 苦しみを受け、葬られたまえり。

15.Chor 15.合唱

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. そして聖書にあるとおり三日目に復活した。

Et ascendit in coelum: そして，天に昇られ

sedet ad dexteram Dei Patris. 父の右に座したもう。

Et iterum venturus est cum gloria, （主は）栄光のうちに再び来たり、

judicare vivos et mortuos: 生ける者と死せる者を裁きたもう。

cujus regni non erit finis. 主の国は終ることなし。

Symbolum Nicenum／ニケア信条

Credo／われは信ず
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歌詞対訳 

16.Basso 16.バス

Et in Spiritum Sanctum, （われは信ず、）主なる聖霊、

Dominum, et vivificantem: いのちの与え主を。

qui ex Patre Filioque procedit. 聖霊は、父と子とから出でて、

Qui cum Patre et Filio simul adoratur, 父と子とともに拝され、

et conglorificatur: あがめられ，

qui locutus est per Prophetas. また預言者によりて語りたまえり。

Et unam sanctam catholicam （われは、）唯一・聖なる・公の

et apostolicam Ecclesiam. 使徒継承の教会を信ず。

17a.Chor 17a.合唱

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 罪のゆるしとなる唯一の洗礼を認む。

17b.Chor 17b.合唱

Et exspecto resurrectionem mortuorum. また，死者の復活と、

Et vitam venturi saeculi. 来世での命を待ち望む。

Amen. アーメン

18a.Chor 18a.合唱

Sanctus, Sanctus, Sanctus 聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな

Dominus Deus Sabaoth. 万軍の神なる主。 

Pleni sunt coeli et terra gloria ejus. 主の栄光は天地にみつ。 

19.Chor 19.合唱

Osanna in excelsis. いと高きところにホザンナ。 

20.Tenor 20.テノール

Benedictus qui venit in nomine Domini. ほむべきかな、天の御名によりて来たる者。 

21.Chor 21.合唱

Osanna in excelsis. 天のいと高きところにホザンナ。

22.Alto 22.アルト

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、

miserere nobis. われらを憐みたまえ。

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、

miserere nobis. われらを憐みたまえ。

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、

23.Chor 23.合唱

dona nobis pacem. われらに平安を与えたまえ。

Sanctus／聖なるかな

Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem

／オザンナ、ほむべきかな、神の子羊、われらに平安を
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横浜合唱協会 

横浜合唱協会は、J.S.バッハ声楽作品の本格的な演奏を目指して、1970 年に発足したアマチュア合唱

団です。これまで八尋和美氏、山神健志氏をはじめ充実した指導陣の下で、バッハを中心に、シュッツ、

メンデルスゾーン、ブラームスなどバロックからロマン派のドイツの合唱音楽を主に演奏活動を行って

きました。2018 年より柳嶋耕太氏を指揮者に迎え、さらに充実した音楽造りへのチャレンジを始めて

います。ドイツの合唱団との交流も深く、2017 年にはライプツィヒで活動するアミチ・ムジケ・ライ

プツィヒを迎えて交流演奏会を行いました。創立 50 周年の記念すべき年である今年 9 月には、さらに

交流を深めたいとの想いから、5 度目のドイツ演奏旅行を計画しており、本日演奏するミサ曲ロ短調を

中心としたプログラムをアミチ・ムジケと共に演奏します。 

■正会員

[ソプラノ]

長尾　里美 平鹿　諭子 飯島　純子 新谷　暁 須賀　由美 魚本　充子

山田　都 志村　知子 高田　文子 古宮　真紀子 青柳　敦子 広庭　恵美

渡部　園美 中村　さえ子 土田　紀子 北村　千恵子 北原　規子 小野　早苗

田口　千佳子 柏屋　麻里子 栃木　真紀 岡　聡美 小川　美奈 高間　豊子

鈴木　悠里 二瓶　朋子 岡部　順子 橋本　和歌子 岡　晴美

[アルト]

新井　千鶴子 堂﨑　律子　 大杉　純子 中野　理子 馬岡　洋子 山本　久美子

藤井　美智子 中山　典子 水越　淳子 鈴木　理絵子 保田　康子 松村　千佳子

堂﨑　直美 志水　弘美 大石　むつみ 相馬　美津恵 関口　葉子 矢吹　世紀代

中西　敦子 三宅　麻紀 青山　加代子 齋藤　久実子 角和　裕子

[テノール]

藤井　良昭 堂﨑　浩 馬岡　利吏 清水　光洋 岡田　亮介 長谷　雅信

柏屋　弘 岩間　昌史 木村　仁一 今田　勝之 前田　羊一 三宅　史朗

遠田　昭夫 清藤　大輔 中村　淳 石堂　敬介

[バス]

新井　隆士 大石　康夫 飯島　龍哉 天ケ瀬　圭三 山田　直樹 松田　圭一郎

若狭　保弘 平鹿　一久 長島　茂 関根　健史 小林　悟 島崎　素彦

■維持会員

伊藤　邦子 気賀沢　忠文 竹村　重雄 梅津　実可 中山　元子 武田　サヨ

柴田　秀男 山岡　千秋 佐久間　貴美 安広　百代 中西　牧子 藤井　可奈子

松下　孝 佐々木　聰子 吉崎　桂江 友田　晃利 鈴木　園子 林　雅子

柏　聡子 久保　祐子 西連寺　利絵 入澤　洋子 鈴木　康司 小野沢　誠

魚本　一司 石川　鮎子 笹井　平 吉川　由里子 国分　エリ子 小見山　雄次

雀部　征宜 鳥山　純一 津守　滋 土井　美智子 森岡　剛 白石　洋子

本多　志織 加藤　拓朗 松田　久美 山口　綾規 岡崎　希枝 森岡　美紀

山田　多佳子 長谷川由里子 木村　美保 市川　純也 太田　明子 川越　信彰

新井　光恵 小田　稔 前田　佳子 大塩　亜季 古根　香菜子 和久井　一男

松本　惠太郎 露木　正樹 荒井　直子 松尾　裕子 土井　賢一 今城　明美

田島　京子 市川　浩子 古根　正治 安積　和彦 小山　正嘉 那須　比奈子

堀内　陽子 田川　正浩 岩附　美知子 高橋　直子 石川　歩
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ドイツとの交流 

 

■日独合唱交流 in ドイツ 

1983 年 指揮者八尋和美氏、文化庁研究員で渡独時に G.C.ビラー氏と知り合い交流が始まる。 

1992 年 G.C.ビラー氏、バッハから数えて第１６代目のライプツィヒ聖トーマス教会・カントルに就任 

1997 年 第１回ドイツ演奏旅行 

・G.C.ビラー氏指揮にてライプツィヒ聖トーマス教会礼拝式でバッハのモテット等を演奏。 

・日本留学時に在籍したトマーナ OB の招きで「タールビュルゲル夏の音楽祭」に出演。 

間宮芳生「合唱のためのコンポジションⅠ」等を演奏しドイツの聴衆に感銘を与える。 

2002 年 第２回ドイツ演奏旅行 

・八尋和美氏指揮でライプツィヒ聖トーマス教会のモテットの夕べにて、多くの聴衆の前で演奏。 

・「タールビュルゲル夏の音楽祭」に再度招待され、柴田南雄「追分節考」を演奏し好評を博す。 

2008 年 第３回ドイツ演奏旅行 

・ライプツィヒ、シュトゥットガルトにて演奏 

2015 年 第４回ドイツ演奏旅行 

・ライプツィッヒで活動するアミチ・ムジケと聖トーマス教会にてジョイント・コンサート。 

バッハ「ミサ曲イ長調」合同演奏。 

・ クヴェトリンブルク音楽祭にて招待演奏。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日独合唱交流 in 日本 

1990 年 創立２０周年記念演奏会 神奈川県立音楽堂 

・G.C.ビラー氏指揮 バッハ「ミサ曲ロ短調」 トマーナ精神に溢れた指揮で強烈な印象を与えた。 

1996 年 第４０回定期演奏会 神奈川県立音楽堂 

・G.C.ビラー氏指揮、M.ペッツォルト他の独唱で、バッハ「ヨハネ受難曲」を「第Ⅱ稿」にて演奏。 

2000 年 創立３０周年記念演奏会 東京芸術劇場 

・G.C.ビラー氏指揮 「バッハ没後２５０年記念」として、バッハの失われた「マルコ受難曲」を補

作復活上演し、大きな話題を呼んだ。 

2004 年 第５１回定期演奏会 横浜みなとみらい大ホール 

・G.C.ビラー氏指揮、M.ペッツォルト等、ライプツィヒの独唱者の共演で「マタイ受難曲」を「初

期稿」によって演奏し注目を集めた。 

2017 年 日独ジョイント・コンサート 横浜みなとみらい大ホール 

・アミチ・ムジケ・ライプツィヒ合唱団＆オーケストラを招聘し「マニフィカト」を合同演奏した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997年 「タールビュルゲル夏の音楽祭」新聞記事 2002年 聖トーマス教会広場にて 

 

（撮影：スタッフ・テス） 

2000 年 創立３０周年記念演奏会 G.C.ビラー指揮 2017 年 日独ジョイント・コンサート R.D.エントロイトナー指揮 
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これまでの演奏会 

 
第 1 回 

1970.7.14 

J.S.バッハ「ヨハネ受難曲」BWV245  

指揮：奥田耕天、東京室内管弦楽団 神奈川県立音楽堂 

第 36 回

1993.2.20 

バッハとヘンデル G.F.ヘンデル「主は言われた」、J.S.バッハ「カンタータ第41番」 他 

指揮：八尋和美、東京古楽集団 神奈川県立音楽堂 

第 2 回 

1970.12.20 

G.F.ヘンデル「メサイア」HWV56 

指揮：奥田耕天、東京室内管弦楽団 神奈川県立音楽堂 

第 37 回

1993.11.7 

ドイツ・モテット バロックとロマン派 H.シュッツ、J.S.バッハ、F.メンデルスゾ

ーン、A.ブルックナー  指揮：八尋和美 フェリスホール 

第 3 回 

1971.9.7 

W.A.モーツァルト「レクイエム」ニ長調 K.626 

指揮：前田幸市郎、ロリエ管弦楽団 神奈川県立音楽堂 

第 38 回

1994.7.1 

フランスバロック宗教音楽－ルイ14世の時代－ A.カンプラ「レクイエム」 他 

指揮：八尋和美、東京古楽集団 神奈川県立音楽堂 

第 4 回

1971.12.14 

G.F.ヘンデル「メサイア」HWV56 

指揮：前田幸市郎、神奈川フィル 神奈川県立音楽堂 

第 39 回

1995.4.11 

バッハ カンタータの夕べ J.S.バッハ「カンタータ第 150 番、第 182 番」 他 

指揮：八尋和美、東京古楽集団 神奈川県立音楽堂 

第 5 回

1972.6.14 

J.ブラームス「ドイツ・レクイエム」Op.45 

指揮：前田幸市郎、神奈川フィル 神奈川県立音楽堂 

第 40 回

1996.2.20 

J.S.バッハ「ヨハネ受難曲（第Ⅱ稿）」BWV245（1725 年）  

指揮：G.C.ビラー、東京古楽集団 神奈川県立音楽堂 

第 6 回

1972.12.14 

G.F.ヘンデル「メサイア」HWV56 

指揮：前田幸市郎、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 41 回

1996.10.25 

ア・カペラの響き－バッハファミリーとその先輩、後輩たち－ 

指揮：八尋和美、Org. 谷口明子、Vc. 中田有、Cb. 冨永岳夫 フィリアホール 

東京ゾリステン定期

1973.6.20 

バッハ連続演奏会Ⅰ J.S.バッハ「カンタータ第 4 番」BWV4 他 

指揮：小林道夫、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 42 回

1997.7.3 

日本とドイツの合唱曲 J.S.バッハ、F.メンデルスゾーン、林光、間宮芳生 

指揮：八尋和美、Pf. 谷口明子 神奈川県立音楽堂 

東京ゾリステン定期

1973.10.1 

バッハ連続演奏会Ⅱ J.S.バッハ「カンタータ第 56 番」BWV56 他 

指揮：小林道夫、東京ゾリステン 横浜市教育会館ホール 

第１回ドイツ演奏旅行

1997.8 

ライプツィヒ聖トーマス教会 －朝、夕べの礼拝式－ 指揮：G.C.ビラー 

タールビュルゲル 夏の音楽祭 日本抒情曲集、合唱のためのコンポジションⅠ 指揮：八尋和美 

第 7 回

1973.12.23 

バッハ連続演奏会Ⅲ J.S.バッハ「クリスマス・オラトリオ」BWV248（1,2,3 部）  

指揮：小林道夫、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 43 回

1998.4.14 

G.フォーレの世界 G.フォーレ「レクイエム Op.48」 他 

指揮：八尋和美、Org. 水野克彦、東京クロイツ室内合奏団 神奈川県立音楽堂 

東京ゾリステン定期

1974.5.10 

バッハ連続演奏会Ⅳ J.S.バッハ「カンタータ第 140 番」BWV140 他 

指揮：小林道夫、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 44 回

1999.1.17 

J.S.バッハ「クリスマス・オラトリオ」BWV248 全曲  

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 8 回

1974.9.19 

バッハ連続演奏会Ⅴ J.S.バッハ「マタイ受難曲」BWV244 

指揮：小林道夫、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 45 回

1999.11.14 

J.D.ゼレンカ「ミサ・ヴォティヴァ e-Moll」ZWV18（奉納ミサ） 

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 9 回

1974.12.22 

G.F.ヘンデル「メサイア」HWV56 

指揮：渡辺暁雄、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 46 回

2000.8.5,6 

J.S.バッハ没後250年記念 「マルコ受難曲」－その遺失と再発見－レクチャーとコンサート 

指揮：G.C.ビラー、Org. V.ブロイティガム、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 東京芸術劇場 

第 10 回

1975.7.8 

バッハ連続演奏会Ⅵ J.S.バッハ「マニフィカト」BWV243 他 

指揮：八尋和美、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 47 回

2001.4.8 

バロック～近代－ア・カペラ音楽の魅力－ C.モンテヴェルディ「４声のミサ」、F.マ

ルタン「無伴奏二重合唱のためのミサ曲」 他  指揮：八尋和美 フィリアホール 

第 11 回

1976.4.1 

バッハ連続演奏会Ⅶ J.S.バッハ「ヨハネ受難曲」BWV245 

指揮：若杉弘、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 48 回

2001.11.25 

バッハの更なる復活と平和 J.S.バッハ「ミサ曲ロ短調」BWV232 

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

東京ゾリステン定期

1976.9.14 

バッハ連続演奏会Ⅷ J.S.バッハ「カンタータ第 147 番」BWV147 他 

指揮：八尋和美、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 49 回

2002.7.14 

日本とドイツの合唱曲 J.S.バッハ、M.レーガー「モテット」、柴田南雄「追分節考」 他 

指揮：八尋和美、Pf. 谷口明子、尺八 関一郎 他 横浜みなとみらい大ホール 

第 12 回

1977.4.26 

バッハ連続演奏会Ⅸ J.S.バッハ「ミサ曲ロ短調」BWV232 

指揮：若杉弘、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第2回ドイツ演奏旅行

2002.8 

ライプツィヒ聖トーマス教会 朝、夕べの礼拝式 指揮：G.C.ビラー、Org. 三森尚子 

アンナベルク・アンネン教会、タールビュルゲル 夏の音楽祭 「追分節考」 他 指揮：八尋和美 

東京ゾリステン定期

1977.9.6 

バッハ連続演奏会Ⅹ J.S.バッハ「モテット」BWV225、BWV229 他 

指揮：八尋和美、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 50 回

2003.7.13 

八尋和美先生就任30周年記念－二つのテ・デウム－ A.ぺルト「テ・デウム」 他 

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 13 回

1977.12.17 

バッハ連続演奏会Ⅺ J.S.バッハ「モテット全曲」BWV225～230 

指揮：八尋和美、東京コンサーツ 神奈川県立音楽堂 

第 51 回

2004.3.21 

J.S.バッハ「マタイ受難曲（初期稿）」BWV244ｂ 

指揮：G.C.ビラー、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 14 回 

1978.7.10 

バッハ連続演奏会Ⅻ J.S.バッハ「マタイ受難曲」BWV244 

指揮：若杉弘、日本フィル 神奈川県民ホール 

第 52 回

2004.12.12 

ドイツ合唱音楽の魅力 －シュッツからラインベルガーへ 250 年の旅－ 

指揮：八尋和美、Pf.谷口明子、Org.山口綾規 他 フィリアホール 

第 15 回

1979.1.21 

合唱の歴史連続演奏会Ⅰ G.P.パレストリーナ「教皇マルチェルスのミサ」 他 

指揮：八尋和美 神奈川県立音楽堂 

第 53 回

2005.9.18 

J.S.バッハ カンタータと短ミサ曲 －後期の作品に見る集大成への道－「ミサ曲ト長調」  他 

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 16 回

1979.7.10 

合唱の歴史連続演奏会Ⅱ C.モンテヴェルディ「マドリガーレ、マニフィカト」他   

指揮：八尋和美、Org.前川道子、東京ゾリステン 神奈川県立音楽堂 

第 54 回

2006.5.21 

C.モンテヴェルディ「聖母マリアの夕べの祈り」 

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 17 回

1980.3.1 

合唱の歴史連続演奏会Ⅲ H.シュッツ「宗教合唱曲集、ドイツ語マニフィカト」他  

指揮：八尋和美、Org.前川道子、Vc.勝田聡一 神奈川県立音楽堂 

第 55 回

2007.2.12 

ドイツ ア・カペラ モテット ―パイプオルガンの響きと共に― プレトリウス、バッハ、 

ブルックナー 他  指揮：八尋和美、Org. 山口綾規 他 横浜みなとみらい大ホール 

第 18 回

1980.10.30 

合唱の歴史連続演奏会Ⅳ J.S.バッハ「ミサ曲ロ短調」BWV232 

指揮：フォルカー・レニッケ、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 56 回

2007.8.11 

J.S.バッハ 「ミサ曲ロ短調」BWV232 

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 19 回

1981.6.11 

合唱の歴史連続演奏会Ⅴ G.F.ヘンデル「エジプトのイスラエル人」 

指揮：マルティン・メルツァー、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 57 回

2008.6.11 

祈りの変遷－バッハから 20 世紀への道のり－ バッハ、スタンフォード、ヴァイラオホ、

ぺルト 他  指揮：八尋和美、Org. 中野ひかり 他 横浜みなとみらい大ホール 

第 20 回

1981.12.23 

合唱の歴史連続演奏会Ⅵ J.ハイドン「天地創造」 

指揮：フォルカー・レニッケ、神奈川フィル 神奈川県立音楽堂 

第3回ドイツ演奏旅行 

2008.8 

ライプツィヒ聖トーマス教会 シュトゥットガルト・シュティフツ教会－朝の礼拝式 

ヘレンベルグ・シュティフツ教会 夏の演奏会  ぺルト「ベルリンミサ」 他 指揮：八尋和美 

第 21 回

1982.7.3 

合唱の歴史連続演奏会Ⅶ W.A.モーツァルト「レクイエム」K.626 他 

指揮：八尋和美、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 58 回

2009.8.9 

J.S.バッハ －ライプツィヒ時代のカンタータ 短ミサ曲と共に－ 「マニフィカト ニ長調」 他 

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 22 回

1983.6.3 

合唱の歴史連続演奏会Ⅷ L.v.ベートーヴェン「ミサ曲ハ長調」Op.86 他 

指揮：八尋和美、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 59 回

2010.5.9 

J.S.バッハ「ヨハネ受難曲（第Ⅳ稿）」BWV245（1749 年） 

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル ミューザ川崎シンフォニーホール 

第 23 回

1984.4.21 

合唱の歴史連続演奏会Ⅸ F.メンデルスゾーン「詩篇第42番」Op.42 他 

指揮：八尋和美、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 60 回

2011.5.21 

復活への祈り －イギリス音楽とバッハ－（東日本大震災特別プログラム） T.タリス、 

W.バード、H.パーセル、バッハ 指揮：八尋和美、Org. 能登伊津子 サルビアホール 

第 24 回

1984.12.16 

J.S.バッハ「ミサ曲イ長調」BWV234、「カンタータ第 61 番」BWV61 他 

指揮：八尋和美、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 61 回

2012.2.18 

シュッツとバッハ －ドイツバロック音楽 2 人の巨匠－ シュッツ 宗教合唱曲集より、バッハ モテット 

「イエスよ、わが喜び」BWV227 他 指揮：八尋和美、Org. 山口綾規 他 横浜みなとみらい大ホール 

第 25 回

1985.6.26 

J.S.バッハ「ミサ曲ト短調」BWV235、「カンタータ第 131 番」BWV131 他 

指揮：八尋和美、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 62 回

2013.2.3 

八尋和美先生就任 40 周年記念演奏会 ブラームス「ドイツ・レクイエム」 他 

指揮：八尋和美、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 26 回

1985.12.8 

J.S.バッハ「カンタータ第 63 番」BWV63、「マニフィカト ニ長調」BWV243 他 

指揮：八尋和美、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 63 回

2013.11.4 

モテット－神への讃美－ スウェーリンク、バッハ、メンデルスゾーン、ブラームス 他 
指揮：八尋和美、Org. 山口綾規、Vc. 伊藤惠以子、Cb. 河原田潤 めぐろパーシモン大ホール 

第 27 回

1986.9.10 

J.S.バッハ「ヨハネ受難曲」BWV245 

指揮：黒岩英臣、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 64 回

2014.10.26 

ライプツィヒ合唱音楽の系譜 タイレ「ミサ・ブレヴィス」、バッハ「モテット」BWV228、シューマン

「4つの二重合唱曲」他 指揮：八尋和美、Org. 山口綾規 他 横浜みなとみらい大ホール 
第 28 回

1987.4.24 

J.S.バッハ「ミサ曲へ長調」BWV233、「カンタータ第 106 番」BWV106 他 

指揮：八尋和美、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 65 回

2015.8.9 

バッハとメンデルスゾーン バッハ「ミサ曲イ長調」BWV234 メンデルスゾーン「ドイツ典礼」   他 

指揮：八尋和美、山神健志、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 
第 29 回

1987.12.24 

J.S.バッハ「クリスマス・オラトリオ」BWV248（1,2,3,5,6 部） 

指揮：八尋和美、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第4回ドイツ演奏旅行  

2015.9 

ライプツィヒ聖トーマス教会 朝の礼拝式 G.C.ビラー、アミチ・ムジケとの合同演奏 R.D.エントロイトナー 

クヴェトリンブルク夏の音楽祭    メンデルスゾーン「ドイツ典礼」  他 指揮：山神健志、Org. G.ビラー 

第 30 回

1988.7.22 

ドイツ・モテットの夕べ H.シュッツ、J.S.バッハ、J.ブラームスの作品 

指揮：八尋和美、Org.草間美也子、Vc.勝田聡一 神奈川県立音楽堂 

第 66 回

2016.7.30 

バッハ、ヘンデル、D.スカルラッティ －1685年生まれの作曲家－ G.F.ヘンデル「主は言われた」    他 

指揮：山神健志、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 31 回

1989.4.20 

J.S.バッハ「マタイ受難曲」BWV244 

指揮：黒岩英臣、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 67 回

2017.5.21 

モンテヴェルディからバッハへ モンテヴェルディ、シュッツ、テレマン、バッハ  他  

指揮：山神健志、Org.山口綾規 他 めぐろパーシモン大ホール 

第 32 回

1989.12.22 

バッハの夕べ J.S.バッハ「カンタータ第45番」BWV45、「ミサ曲ト長調」BWV236 他 

指揮：八尋和美、東京古楽集団 神奈川県立音楽堂 

日独交流演奏会

2017.10.13 

アミチ・ムジケ・ライプツィヒを迎えて バッハ 「マニフィカト ニ長調」BWV243 他 

指揮：山神健志、R.D.エントロイトナー、アミチ・ムジケオーケストラ 横浜みなとみらい大ホール 

第 33 回

1990.12.1 

J.S.バッハ「ミサ曲ロ短調」BWV232 

指揮：G.C.ビラー、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 68 回

2018.6.17 

モーツァルトとメンデルスゾーン モーツァルト「ミサ曲ハ短調」、メンデルスゾーン「詩篇42番」  

指揮：山神健志、柳嶋耕太、東京バッハ・カンタータ・アンサンブル 横浜みなとみらい大ホール 

第 34 回

1991.9.23 

バッハを魅了したイタリアの巨匠たち G.P.パレストリーナ、G.ガブリエリ 他 

指揮：八尋和美、Org.宮本とも子 フェリスホール 

第 69 回

2019.5.18 

ブルックナー「ミサ曲ホ短調」、バッハ モテット「イエスよ、わが喜び」BWV227、レーガー 「8つ

のモテットOp.138より」 指揮：柳嶋耕太、Org. 山口綾規 他 横浜みなとみらい大ホール 
第 35 回

1992.5.31 

モーツァルトを魅了した二人のバッハ W.A.モーツァルト「ミサ曲ハ短調」K.427 他 

指揮：八尋和美、アンサンブル・アルス・ノヴァ 神奈川県立音楽堂 

第 70 回 

2020.2.29 

J.S.バッハ「ミサ曲ロ短調」BWV232 

指揮：柳嶋耕太、オルケストル・アヴァン=ギャルド 横浜みなとみらい大ホール 
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第 71 回定期演奏会 
～ドイツのオーケストラとイスラエルの合唱団を迎えて～ 

 

2021 年 6 月 
メンデルスゾーン作曲 

オラトリオ《エリア》 Op.70 

指揮：柳嶋耕太 
合唱：ティボン室内合唱団、横浜合唱協会 
管弦楽：カメラータ・アカデミカ･フライブルク 


