
2o19年3月 17日□
13:00開演 (12:30開場)

会 場

草津グレアホール

主催/公益財団法人 草津市コミュニティ事業団・第27回草津市合唱祭実行委員会



S‐l hQ撃魏延ll由

デ ィズ ニー メ ドレー  日本語詞 :湯サ||れい子 作曲 :Rchard M,Sheman and Rchard B.Sheman編 曲 :若松正司

はじめましてのともだち

そよかぜになりたい

Far Away(彼方の光)

作詞・作曲 :美鈴 こゆき

作詩 :片岡 輝 作曲 :鈴木 憲夫

作詞 :Robert Prizeman 作曲 :村松 崇継 編曲 :田中 達也 (合 0昌編曲)

草競馬

夢路より

ともだち

訳詞 :津jll主一 作曲 :スティーブン・フォスター 編曲 :徳永 洋明

訳詞 :津川 主一 作曲 :スティーブン・フォスター 編曲 :津川 主一

作詞 :永 六輔 作曲 :いずみ たく 編曲 :横山潤子

卒業写真
ミュージカル「レ・ミゼラブル」より
"一日の終わ りに"

民衆の歌

作詞・作曲 :松任谷 由実

作詞 :アラン・ブーブリル 作曲 :ミ シェル・シェーンベルク

Storia

女声合唱アルバム『九ちゃんが歌つたうた～上をむいて歩こう』より

心の日童

作詞・作曲 :梶浦 由記 編曲 :丁akahiro lwase

作詞 :荒木 とよひさ 作曲 :三木 たかし 編曲 :横山 潤子

さくらんぼと麦わ らぼうし

女声合唱のための「平田あゆみ小品集」より

かくれんぼ

わたりどリ

作詩 :金子 静江 作曲 :鈴木 憲夫

作詩 :高丸 もと子 作曲 :平田 あゆみ

作詩 :阪田 寛夫 作曲 :平田 あゆみ

女声合唱とピアノのための組曲「花の風」より

木を一本

支えられて

作詩 :星野 富弘 作曲 :なかにしあかね

まるい地球をひとまわり

COSMOS
丁RAIN―丁RAIN

作詞・作曲 :ミ マス 編曲 :富澤 裕

作詞・作曲 :ミ マス

作詞・作曲 :真島 昌利

たいりょう

流浪の民 ‐

作詩 :金子 みす  ゞ 作曲 :中田 喜直

訳詞 :石倉 」ヽ三郎 作曲 :シュTマン



あたたかな心をうたう

道

はじまりの海ヘ

作詩 :林 恵美子 作曲 :大申 恩

作詩 :岩谷 時子 作曲 :大中 恩

作詩 :阪田 寛夫 作曲 :大中 恩

・ 休 憩

もう一度の春

勇気100%(忍たま乱太郎より)

作詩 :ク リスティナ・ロセッテイ 作曲 :木下 牧子

作詞 :松井 五郎 作曲 :馬飼野 康二 編曲 :石若 雅弥

女声合唱とピアノのための組曲 「みやこわすれ」より

薔薇のかおりの夕ぐれ

みやこわすれ

作詩 :野呂 7~t 作曲 :千原 英喜

前前前世

ありがとう

作詞・作曲 :野田 洋次郎

作詞・作曲 I MORISHINSi 編曲 :高橋 宏幸

森のお客さま

Over Drive

作詩・作曲 :なかにしあかね

作詞 :Y∪KI 作曲 :TAKUYA編 曲 :井上 一平 (合唱編曲)

梅雨の晴れ間

酒頌

作詞 :北原 白秋 作曲 :多田 武彦

作詩 :ウ ィリアム・バ トラー・イェイツ 作曲 :上田 真樹

風のオリヴァストロ

COSMOS
日本語作詞 :安田 佑子 作曲 :宮川 彬良

作詞・作曲 :ミ マス 編曲 :富澤 裕

砂山

ほらね、

作詞 :北原 白秋 作曲 :山田 耕律 編曲 :遠枡 満

作詩 :い とう けいし 作曲 :まつした こう

君羊i著   作詞 :福島県南相馬市立小高中学校平成24年度卒業生 (構成 :小田 美樹)

混声合唱のための組曲 「旅」より

旅立つ日

作曲 :小田 美樹 編曲 :信長 貴富

作詞 :田中 清光 作曲 :佐藤 員

女声合唱とピアノのための

夕 焼 け

女声合唱とピアノのための

夕焼け

「たおやかな詩」より

「空の名前」より

作詩 :牛尾 良子 作曲 :松下 耕

作詩 :高田 敏子 作曲 :信長 貴富
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