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飯森先生練習メモ（８／１５分） 
06.08.29 技術委員会 

＝全曲共通の注意事項＝ 

●発音● 

語頭、語尾の子音ははっきりと。母音は浅くならないように。変母音もそれらしい発音を心がけること。 

（文中でははっきりおっしゃたことを中心に記載。） 

●子音の切り方● 

すべて「拍内」で。例外時もあるがそのときは合図だします。 

 

１．糸紡ぎの合唱 

○テンポは全体的に速め 

○心ここにあらず、遠くに居る彼を思って・・・という“軽さ”=糸車の回転、を表現する→そのためには付

点を効かせ、軽やかに。 

ページ 小節（＃） ポイント 

５ １２ ｓｏｐ；「Ｓｕｍｍ」の歌い方 付点１６分音符で「ｓｕｍ」まで歌い、３２分音符に

は「ｍ」を乗せる。 

→○「ずむ・・・ｍ」 ×「ず・・・うｍ」 

＃２０も同様、また後出の同型部分も同様 

→○「ｓｐｉん・・・ｎ」「ｎｅ・・・え」 

６ １６ ｓｏｐ；「ｍｕｎｔｅｒ，ｍｕｎｔｅｒ」の８分音符は（文字通り）元気よく、軽くスタッカー

トで。 

＃２４等 後出の同型部分も同様 

７ （２７－）２８ ｓ＆ａ；「Ｍｅｉｎ Ｓｃｈａｔｚ・・・」 生々しく歌わない。ここでもやはり遠い場所に

いる彼を思い、軽い感じで。 

３７－３８ ｓｏｐ；「Ｗｉｎｄ・・・」 ＃３８で言い終わったところからテンポプリモ。速さに注意

（再び糸車が回り出す感じ） 

３８ ｓｏｐ；発音注意 「ｅｒ ｋäｍ」→「えア ケーｍ」 

８ ４３－４４ ａｌｔ；クレッシェンド（オケのクレッシェンドも意識） 

４８ ｓｏｐ；「ｌａ ｌａ ｌａ ｌａ」はスタカ－ト 

＃５０，５２～５４も同様、また後出の同型部分も同様 

１０ ７２－７４ ｓ＆ａ；「Ｍary，ｓｔｉｌｌ！」→「ｒｙ」と「ｓｔｉｌｌ」は切るように（「，」と「！」で、“黙っ

て！”のニュアンスを表現） 

７８ ｓ＆ａ；「ｉｓｔ！」→切り上げる 

Ｐ．１１ ＃８２も同様 

１３ １１６－１１７ ｓｏｐ；「Ｋｉｎｄ・・・」 の後一瞬テンポなくなる感じ。  

＃１１７で言い終わったところからテンポプリモ。速さに注意（再び糸車が回り

出す感じ） 

１５ １３３ ｓ＆ａ；４分音符、一拍分 しっかり伸ばす （前出 ＃５４も同様） 

＊長谷先生からも注意されていた点です 
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２．水夫の合唱 

○テンポはやや速め 

○「言葉大変ですが頑張りましょう！」とのこと 

ページ 小節（＃） ポイント 

１７ ５０ ｔｅｎ；「Ｈｏ！Ｈｅ！」の３２分音符はかなり詰める。 

＃７８等 後出の同型部分も同様 

 

１８ 

５６ ｔ＆ｂ；オケはｐになるが、合唱の音量は落とさない（みんな酔っ払っている設

定。肩組んで足踏しているようなテンポ感を維持する。） 

６４ ｔ＆ｂ；「Ｈｕｓｓａｓｓａｈｅ！」 の最初の８分音符（Ｈｕ）は短め。 

＃６６等 後出の同型部分も同様 

６７ ｔ＆ｂ；発音注意 「ａｕｓ！」→「あオｓ」 ウよりオに近い。はっきり言う！ 

１９ 

７０ ｔ＆ｂ；「ｌａｃｈｅｎ ｗｉｒ」 タイミング遅れないように。 

７３ ｔ＆ｂ；テンポ注意、１６分休符でちょっと間がある（ためを置く）ので、 

ここは必ず指揮を見る！  

８１ ｔ＆ｂ；発音注意 「（trink mit） ｕｎｓ！」→「オｎｓ」 ウよりオに近い。はっきり

言う！ 「飲もうよ！俺たちと！」という感情を表現。 

 

３．婚礼の合唱 

○ドイツ後の子音が聞こえない（特に語尾）もっとはっきりと。「相当、やってください。」とのこと 

○全体的に声が大きすぎる。もっと柔らかく、しかし体の支えをなくさずに。 

○楽に出る音域なので地声や支えのない声になりがち（＝音程下がる）。要注意。常に支えを意識して。 

ページ 小節（＃） ポイント 

３１ １２ 全パート；発音注意 「ｂｅｗａｈｒ」→最後の「ｒ」はっきりと巻く。 

１３ 全パート；発音注意 「Ｓｉｅｇｒｅｉｃｈｅｒ」→最初の「Ｓｉ」（ずィ） はっきりと。 

２２ 全パート；発音注意 「Ｔｕｇｅｎｔ」→「ｕ」 ドイツ語の「ｕ」で。 ＊口を丸めてつき

だします 

３２ 
２９－３６ 全パート；ずっとｐで！ オケの強弱は合唱にも有効、ただし「ｐの範囲内で」 

４０ 全パート；発音注意 「ｇｅｓｃｈｍüｃｋｔ」→「ü」 ウではない。イに近いウ。 

４３ ｓｏｐ；♯ド♮シ の音程 要再確認 

４４ ａ＆ｔ；「ｅｎｔｒüｃｋｔ」→「ｃｋｔ」のタイミングはｓｏｐがファに降りてから一緒に。 

（ｂａｓは４分音符ひとつで切って、すでに黙っています） 

３３ 
５８ 全パート；発音注意 「ｚｕｍ」→「ｍ」 はっきりと 

６１ 全パート；発音注意 「Ｐａａｒ」→「ｒ」 はっきりと （＃２０も同様） 

６２ 全パート；リズム注意 １６分音符が曖昧です 

＊伴奏譜の左手部分の最後の音符と同じところで歌います。この小節を８等分した

最後の１拍ということです。一度自分で拍を叩いて確認してみてください！ 

３４ ９０ ｓ＆ａ；「ｉｎ」→「ｉ」 母音が短すぎないよう注意。 
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３４ ９１－９２ ｓ＆ａ；発音注意 「Ｌｉｅｂｅｓｇｌüｃｋｓ」→「Ｌ」「ｂ」「ｃｋｓ」 子音はっきりと。 

９３ ｓ＆ａ；「Ｇｅｌｅｉｔｅ」 

・１６分音符で「アイ」を歌う 

・リズム注意 １６分音符が曖昧です 

＊この小節を８等分した最後の１拍のところで歌います。４等分して歌わない（それは

この場合８分音符） 

９５ ｓ＆ａ；発音注意 「ｌａｎｇ」→「Ｌ」子音はっきりと。 

９８ ｓ＆ａ；「ｈｉｅｒ」 

・発音注意 「ｈｉｅｒ」→「ｒ」子音はっきりと。 

・「ｒ」は拍内で収める。 

３５ １０５ テンポアップします 

１１３ ｓｏｐ；「Ｔｒｅｕｌｉｃｈ・・・」 出だし、暗くならないように！ 

３７ １５３ 全パート；発音注意「Ｔｒｅｕｌｉｃｈ」→「ｔｒ」 冒頭の二重子音、はっきりと、拍の前

で言う。 

＃１１３等 前出の同じ言葉も同様 

１５４ 全パート；発音注意「ｂｅｗａｃｈｔ」→「ｗ」 はっきりと！  

 

４．入場行進曲 

○リズムに注意！付点音符が甘くなると３連符になってしまいます。絶対やらないこと 

○二重子音、もっと前に出す 

（この曲は歌詞そのものは少しです。子音の出し方、止め方、母音、ひとつの言葉で受けた注意で応用を利かせら

れます） 

ページ 小節（＃） ポイント 

４７ ９１ 合唱が出る１小節前、リタルダンドで遅くなる 

４８ ９２ 男声；「Freuｄｉｇ begrüßen」→「be」のリズム、１６分音符の入れ方が曖昧。 

 

・楽譜表記 

 

               Ｆｒｅｕ  －  ｄｉｇ  be ―― ｇｒü  －  ßen 

・リズム   

４分音符で分けると 

 

８分音符で分けると 

 

１６分音符で分けると 

 

＃１６２等 後出の同型部分も同様 

１０８ 女声；「Freuｄｉｇ begrüßen」 ・リズム注意 １６分音符をしっかり効かせる 

・発音注意 →「Ｆｒ」 二重子音なので、よりはっきりと！。拍の前で「ｆｒ」を言

う。音符には母音が当たること。 
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４８ １１１ 女声；発音注意 「Ｈａｌｌｅ」 →「 ｌｌ 」 二重子音。よりはっきりと詰まりを言う

「ッれ」 

＃１４３－１４４等（全パート）等、後出の同じ言葉も同様に。 

４９ １１４ 女声；発音注意 「ｉｍｍｅｒ」 →「ｅｒ」 ○「いんまー」 ×「いんめる」 

※単語が二音節以上の場合は「エル」でなく「あー」と伸ばすのが基本。 

 １１５ 女声；子音の収め方 「verｗｅｉｌ」 →「ｌ」は拍内で収める 「ヴぁーいＬ、ぽ

ん」と心で言えるタイミング 

＃１４７（全パート）等 後出の同じ言葉も同様 

＃１３９（全パート） 「Ｈｅｉｌ」も同様に「はーいＬ、ぽん」 

*長谷先生の練習のとおりです 

 １２４－１２５ 男声；「Wo lange noch der …」のリズム 

付点を効かす。３連符にならないように注意！ 
＃１３２、＃１３４ も同様 

 

・楽譜表記 

 

                   Wo －   lange   noch   der  

・リズム   

８分音符で分けると 

 

１６分音符で分けると 

 

油断すると３連符になってしまう 

 

 

 

 １２９ 全パート；発音注意「Fürsten」→「s」 

「ス」から「シュ」 ［ ʃ ］ に変更。 
前出の＃１１３等、同じ言葉も同様 

５０ １３７－１３

８ 

全パート；発音注意 「Landgraf」→「ｄ」 （らんｔぐらふ）、 [ ｔ ] をもっとはっ

きり 

５２ １６０ ここからテンポ、少々重々しく。 

１６７ 全パート；子音の収め方 「ｖｅｒｗｅｉｌ」 →「eiｌ」は２拍め裏 手前でいれる（拍

内で収める・「ヴぁーあいＬ、ぽん」は前出と同じ） 

５３ １７７ 全パート；音量 オケが「ｆｆ」になったのに合わせ、ｐｉù ｆ （一層強く）に 

→「感動的になりますよ・・・」とのこと 

５４ １８５ 全パート；テンポ tempｏ ｐｏｃｏ animato（生き生きと、命みなぎるかんじ

で） 

ちょっとテンポアップします 

５５ ２０３ 全パート；テンポ 「Hermanｎ，」 のあと ちょっと間をあけます（ブレスもここ

でとる） 
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５．巡礼の合唱 

○テンポはそんなに速くないかんじ 

○母音・子音注意。特に二重子音、もっと前に出す 

ページ 小節（＃） ポイント 

５８ １ ｔ＆ｂ；発音注意 「ｂｅｇｌüｃｋｔ」→「ｃｋｔ」子音はっきりと。 

２ ｔ＆ｂ；「ｎｕｎ ｄｉｃｈ」 → 音符の間で切らない（ノンブレスで） 

２－３ ｔ＆ｂ；「ｄｉｃｈ，」「Ｈｅｉｍａｔ，」→ 言葉の後の「，」を意識(言葉の切れ) 

６ ｔ＆ｂ；発音注意 「ｆｒｏｈ」→「ｆｒ」 二重子音はっきりと（音符の）前に出す。 

９ ｔ＆ｂ；発音注意 「laß」→「ß」 ｓｓ と思ってはっきり。 

１２ Bar；音程注意 ファのシャープ(下がらないように) 

５９ １６（１段め） ｔ＆ｂ； 「hab」→「ｂ」 ここのタイミングは合図があるので指揮を見る。 

１７ ｔ＆ｂ；発音注意 「Süｈｎ」→「ü」 う の口で い 

           「ｕｎｄ」→「ｕ」 唇を尖らし、口の中はまんまる 

５９－６０ １６（２段目）

－３２ 

ｔ＆ｂ；音程注意 ＃２４ 「ｆｒöｈｎｔ」で音程を再確認、持ち直すように！  

※支える   ※ぶら下がらない 

６０ ３２－ 急に速くしない 

６１ ４７ ｔ＆ｂ；「ｉｓｔ」のリズム。＃４５「ｖｏｒ」も同様 

付点を効かす。３連符にならないように注意！ 

６２ ５５ ｔ＆ｂ；リズム注意 「Ｈａｌｌｅｌｕｊａ」→「Ｈａ」 ３２分音符、短く。 

５７ ｔ＆ｂ； 「Ｈａｌｌｅｌｕｊａ ｉｎ」→「ｉｎ」の前でブレス（でも遅れないこと） 

６３ ６０－６１ ｔ＆ｂ； 「Ｅｗｉｇ－ｋｅｉｔ」 

・３小節かけて徐々にデミヌエンド、「ｗｉｇ」の４分音符でリタルダンド 

６４ ６４、６５ ｓ＆ａ；発音注意 「Ｈｅｉｌ」 

・４分音符で「ｅｉ」を言い直す 「はーーーーァィＬ」 ・最後の「Ｌ」はっきりと 

６５ ６６ ｓ＆ａ；発音注意「ｗｕｎｄｅｒ」 

・「ｗ」 子音はっきりと  ・「ｄｅｒ」 ○「ぶんダー」 ×「ぶんデｒ」 

＃７４等 後出の同じ言葉も同様 

６７－６８ ｓ＆ａ；発音注意「Ｅｒｌöｓｕｎｇ」 

・「ｅｒ」 ○「えあ」 ×「える」 ・「ö」 （唇はオ、舌はエ） エの分量多めに！ 

７２ ｓ＆ａ；テンポ注意  この辺りは指揮や伴奏に頼りすぎず能動的に。 

ｓ＆ａ；発音注意 「Ｓｔｕｎｄ」 

・「ｓｔ」 拍の前に出す  ・「ｕ」 深い「う」。「お」に近い  

・「ｄ」 子音[ t ]をはっきりと！ 

６６ ７５、７７ ｓ＆ａ；発音注意 「ｄüｒｒｅｎ」 「ｇｅｓｈｍüｃｋｔ」の「ü」 → 「う」の唇で「い」。た

だし「い」ではない。「う」に近くする。 

６７ ８４，８６ ｓ＆ａ；子音の切り方注意 「Ｌａｎｄ」 「ｆａｎｄ」 →拍内で収める 「らぁーぁんｔ

ぽん」  「ふぁーぁんｔ ぽん」と心で言えるタイミング 

６７ ９３ 少しずつテンポアップ 

６８ ９４～ そんなに遅くない、やや早め 
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６．マイスタージンガー 

○大事な言葉はちゃんと聞こえるように（はっきりと、また子音母音なども注意）。そのためには名詞、動

詞くらいの認識もあったほうがよい。 

○自分が歌っているところも気持、表情がこれからついてくるとよい。 

（テンポはカラヤンのＣＤ(委員会から展開済み)に近いようでした） 

ページ 小節（＃） ポイント 

９９ １７３－１７６ ａ＆ｔ；リズム注意 「Ｄｉｅ Ｍｅｉｓｔｅｒｓｉｎｇｅｒ！」  

・職人と徒弟のリズムの差には、次のような気持の表れがあることを意識。 

①職人の「Ｄｉｅ Ｍｅｉｓｔｅｒｓｉｎｇｅｒ！」 

→「さあ、いよいよマイスタージンガーの登場です！」（ジャーン） 

②徒弟の「Ｄｉｅ Ｍｅｉｓｔｅｒｓｉｎｇｅｒ！」 

→「あぁっ！マイスタージンガーが来たぞ！」（はやる気持、憧れの 

人たちを早く見たい） 

・職人と徒弟を比べると 

   職人 

            Ｄｉｅ  Ｍｅｉ － ｓｔｅｒ － ｓｉｎ － ｇｅｒ ！ 

 

   徒弟 

           Ｄｉｅ  Ｍｅｉ － ｓｔｅｒ － ｓｉｎ － ｇｅｒ ！ 

   徒弟は職人の半分の長さになっていることがわかります☝ 

（※職人－徒弟、両方何度も歌ってみて、リズム差の感覚を掴みましょう） 

 

※ここは音楽表現（気持の表現）のうえで非常に重要なところ。 

 絶対に揃えたい！ とのことでした 

１０３ ２６３ ａ＆ｔ；発音注意 「Ｓｉｌｅｎｔｉｕｍ」 

・「ｕ」 → 深い「う」。「お」に近い  

・「ｕｍ」 → 「ｕ」ではなく「ｍ」で伸ばすくらいで。４拍目に「ｍ」がくるように！ 

１０４ ２７１ ｂａｓ；「Ｈａ！」 →「ああ！」「おお！」という感情（「は～・・・？」にならない） 

２７２ ｔｅｎ１；「’ｓｉｓｔ Ｓａｃｈｓ！」 →（このリズムの短さで）「わあ！ザックスだ！」と

いう気持を表現 

２７３－２７４ ｓ＆ａ「Ｓｅｈｔ Ｍｅｉｓｔｅｒ Ｓａｃｈｓ！」→ｂａｓ１「Ｍｅｉｓｔｅｒ Ｓａｃｈｓ！」→ｔｅｎ２「Ｍ

ｅｉｓｔｅｒ Ｓａｃｈｓ！」、とリズミックに移行。（１６分音符がポイント） 

２７５ Ten1；音程注意 ♮ソ （このときはちょっと高かった） 

２７５－２７６ 全パート；歌い方 「ａｎ」 →この１小節半での「声の広がり」が必要。（がなる

のではなく）響きを増やす。 

１０５ ２８１ ｓｏｐ；音量注意 「Ｔａｇ」 ディミヌエンドは３拍目から！（他パートは先に言
葉が変わるのでｓｏｐだけが残る） すぐ弱くして消えないこと。 

＊長谷先生からも注意されていた点です 

１０６ ２８９ ｓ＆ａ＆ｔ；発音注意「Ｏｃｃｉｄｅｎｔ」→「オｋツィデンｔ」 [ k ]が聞こえないのでもっ

とはっきりと。 
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１０７ ２９５ 全パート；速さ注意 この小節頭からテンポが変わります（速め） 

ｔｅｎ；「ｇｅｈｔ」を２拍、休符が１拍、４拍めからすぐ「Ｈｅｉｌ」です。 

１０９ ３１０－３１２ 全パート；音量注意 「Ｈｅｉｌ！」 ディミヌエンドのタイミング早すぎる。２小節

分はｆのまま保ちディミヌエンドは＃３１２から開始。（オケは、＃３１１から） 

１１８ ４６６－４９０ （ベックメッサー登場のシーン） 

※テンポはかなり速めでした！ 

※オケＣＤなどに合わせて歌えるよう、早口練習を！（音程も要確認）！ 

※自分の出番を再確認！ 

１２１ ４９１ ここでかなりテンポを落とす 

４９２－５００ （徒弟） 

テンポ、ゆったりめ 

・＃４９７－のカデンツァは美しく丁寧に 

・「ｋｅｉｎ」の[ k ]、「Ｒｅｄｅｎ」の[ r ]、はっきりと 

１２４ ５３２－ （ベックメッサー １節目終了） 

・ここは全パート、「息まじりで」歌う。 （ひそひそ話し風） 

・「個人個人の考え」を持って歌う。（「え～？何今の」 「まったくあり得ん！」

「変なひと～」等） 

１２７ ５５１－５５２ （ベックメッサー ２節目終了） 

ｓｏｐ＆ｔｅｎ＆ｂａｓ；発音注意 「ｓｃｈöｎｅｒ」→「ｎｅｒ」は ○「なー」 ×「ねｒ」 

１２８ ５５５－５５６ テンポ だんだんと追い込む感じで 

５５６ 全パート；発音注意 

・「ｉｈｎ」 → 「ｉｈ」 [ i: ] の長さをちゃんととる 

・「ｓｃｈｏｎ」 →「ｏ」 [ o: ]の長さをちゃんととる （かつ、「ö」 ではない） 

１３１ ６０４－６０５ （ベックメッサー、３節目終了し笑われ、怒って歌がザックスの作だと告げる） 

全パート；「Ｍｅｉｎ！」→「Ｍｅｉｎ （Ｇｏｔｔ）！」  おお！ああ！といった驚きを

「！」で表現する 

※既出逐語訳の「思う、推測する」は間違いです（ｍｅｉｎｅｎ「思う」と間違えました） 

６０４－６０６ 全パート；「das ｓｅｉｎ」 →「ｄａｓ」 はっきりと。 

１３２ ６０８－６１０ 全パート；「Ｓａｃｈｓ」 「Ｌｉｅｄ」といった大事な言葉がはっきり聞こえるように。 

１３５ ６４８ （ザックスが、この歌は美しい、と語るのを受けて） 

ａ＆ｔ＆ｂａｓ１；「ｍａｃｈｒｔ Ｓｐａß！」→「ｍａｃｈｔ」の８分音符の長さ注意 

（前小節＃６４７の「Ｓａｃｈｓ」の「Ｓａ」は１６分音符でｍａｃｈｔの半分の長さにな

り、長さが違う） 

＊＊＊ その後からは時間なく、Ｐ１６６まで飛ばしました ＊＊＊ 

１６８ １００８ 全パート；音量注意 オケのｐ同様、コーラスもｐに。ただし暗くならない！ 

  これ以降は最後まで、感動、喜び、感謝・・・マイスタージンガーたち（ベックメ

ッサー含む）への、特にザックスへの尊敬の念を高らかに歌う！ 

以上 

文責・ｓｏｐ 堀尾 

 

 

 



名古屋市民コーラス 

 

 - 8 - 

♔ おまけ 音符、休符の種類と長さ ♘ 

 ①単純音符と単純休符 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②付点音符                          ③複付点音符 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「音楽の理論」カワイ出版 より 

画像が微妙に歪んでいてすみません☺ 

 

  


