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寺岡先生注意事項（アルト）　①平成２３年９月１８日練習欠席者用(技術委員、文責小川）

　Ⅰ.Stabat　Mater dolorosa
ﾍﾟｰｼﾞ 小節 ﾊﾟｰﾄ 注意点
p.5 #117 A テナー、バスと続いてきた音楽にきちんと乗って入る。

#117 A テナー、バスは同じ音の高さでSta-batと歌うが、アルトから動きのあるメロディが始まるので、豊かに色を変える。
p.6 #125 全体 タイで音符がつながっているところを抜けないように注意する（特にソプラノ）。

#127－131 A ♩２つめから３つめは三度跳ね上がるので頑張る（注意して音を上げる）
#127－131 全体 ３拍目（♩５つめと６つめ）はあせらない

p.7 #130-132 全体 ﾃﾝﾎﾟ・ﾙﾊﾞｰﾄ（曲のどこかでﾃﾝﾎﾟをはしょったら、どこかで取り戻す）
→#130-132は曲が前へ前へ進むが、#134ではたっぷりとなる。

#134 全体 三拍目の♩.は、♩と♪がタイでつながっていると考え、三拍目頭の♩（強拍）でリズムを合わせ、♪のcriを揃える
→#134-135は「１トオ・２トオ・３トcri・mo～」となる

#135 全体 lacrimosaの「sa」は言い切り、弱くならない。
p.10 #156-159 全体 #156より#158のmfの方が大きい

#154- 全体 ここよりp.12のa tempoまで音楽が続く→#159の男声だけになってもテンションを下げない
p.14 #203と211 全体 全体でppに聴こえるようにする。「おしゃべり」する。
p.17 #231 SA タイが甘い→p.6#134と同じ

#233 全体 出だしはfzなので、もったいつけて（助走して）入る
p.19 #240- 全体 ニ長調なので明るく！（第九の歓喜の主題と同じ調）
p.22 #250- 全体 Quae maerebat et dolebatはｐｐで「おしゃべり」する
p.28 #270 全体 poenas inclitiはｐｐで「おしゃべり」する
p.29 #290 A 1回目（p.5)はｐｐで入るが、2回目のここはｐで入る(前の#289でバスが＜cresc．する）ので違いを意識する！
p.31 #307 全体 #134と同じ､criをしっかり発音して合わせる。
p.32 #320ｰ A ソプラノが入る前の＜cresc.を２拍目から意識し、ソプラノが入ったら少し落とす（音量を同じにする）。
p.38 #364 T #320と同じ。アルトが入る前に＜cresc.し、アルトが入ったら音量を少し落とす。
p.39 #366 全体 ２拍目から＜cresc.で大きくし、次のｆｆへつなぐ。

#369 全体 #369の入りはｆｆ（＞dim.を早過ぎない）
　Ⅲ.Eja Mater fons amoris
ﾍﾟｰｼﾞ 小節 ﾊﾟｰﾄ 注意点
全体 全体 全体 付点八分音符♪.は長めにとり、十六分音符は短く。
p.60 #15 A ３拍目の付点八分音符と十六分音符のリズムはしっかりきっちり。

#16 A 二つ目の♪のファは「ac」と、しっかり歌いなおし、続くドの音の上昇は頑張る（ｴﾈﾙｷﾞｰを使って音を上げる）
p.61 #25 S 付点八分音符♪.は長めにとる（２番目にくるの付点八分と十六分の組み合わせのリズム注意…p｡68#84同じ）。
p.62 #34 全体 アウフタクト「ut」の♪は入りを突っ込まず、決して急がない！

#35 全体 付点四分音符♩.の次の八分音符♪は遅れない。２拍目と４拍目のビートを感じる。
p.63 #37 全体 練習番号Ａから気持ちを切り替える（ｴｽﾌﾟﾚｼｰﾎﾞだけどﾄﾞﾙﾁｪ気味）前の#36から余裕をもって切り替える。
p.64 #48 全体 最初の四分音符♩は「解決和音」なので、手を抜かない。
p.65 #56-59 全体 utとtecumの｢t｣は２重に言わない。

#56-59 全体 ２拍目から＜cresc.を意識して大きく。
p.68 #85 SA 最後のｓは短く（強く言わない）
p.71 #108-110 全体 バスが一番大きく（バスを聴く）
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　Ⅳ.Sancta Mater,istud agas
ﾍﾟｰｼﾞ 小節 ﾊﾟｰﾄ 注意点
全体 全体 SA バスソロに対して合唱は女声だけ（→どのような効果か考えて歌う。清らかな光がさしてくるような？）
p.73 #37-39 A アルトは(おいしいところなので)豊かにもっと大きく頑張って歌う。→p.76#83-5も同じ。
p.76 #88- 全体 「半音進行」では急がない。
p.77 #92-97 全体 付点のリズムで歌うパートは、四分音符♩で２拍ずつ伸ばしているパートよりしっかり歌う（飲み込まれない）

#102-104 全体 valideに入ると途端に気が抜ける（最後だから？）→気を抜かない！
　Ⅴ.Tui Nati vulnerati
ﾍﾟｰｼﾞ 小節 ﾊﾟｰﾄ 注意点
全体 全体 全体 ３拍子難しい。ブランコの様に、6/8拍子ならで1と4拍目は加速する。3と6拍目は遅れない。とにかくリズムに乗る。
全体 全体 全体 この曲は中で動きがあり、早さが伸び縮みするのを感じて欲しい
　Ⅶ.Virgo virginum praeclara
ﾍﾟｰｼﾞ 小節 ﾊﾟｰﾄ 注意点
全体 全体 全体 オケなし合唱だけなので、音程にイメージを持って気をつける。
p.103 #13他 全体 十分準備をしてからvirgoを歌いだすこと（４小節前くらい？）膝を伸ばしたままジャンプはできないのと同じ。

#16 全体 praeclaraの後のカンマ「,」は句点に近い。ゆっくり弱く終える。→p.104#20以降すべて同じ。
p.104 #18 全体 virgoの歌いだしは絶対に急がない。
p.105 #46 全体 praeclaraのraの「ラドミ」の和音をちゃんとおさめる
p.106 #53-54 ATB こちらの２回目のamaraも１回目と同じｆ（フォルテ）にする（寺岡先生による楽譜の訂正）

#57他 全体 ３連符はバウンド感が強い感じ。他のパートの付点との違い→ズレてＯＫ。
#58 全体 「レファ」の和音をちゃんとおさめる

p.108 #87-88 全体 ここから曲想が変わる！！
#90 全体 ソプラノの歌うvirの♮ファは「分散和音」

p.109 #95 全体 mihiの前の休符を感じる（「間」をとる）
#102 ST #103のアウフタクトのpreはテヌートにする。

p.110 #116 全体 テナーの３つの十六分音符の最後の音をきちんと意識して、全体のgeの十六分音符をそろえる。
p.113 #157 全体 senza corona（「無冠の」という意味）＝フェルマータ無し。テンポでやる。
Ⅹ Quandocorpus morietur
ﾍﾟｰｼﾞ 小節 ﾊﾟｰﾄ 注意点
p.133 #52 全体 gloriaの意味＝「栄光」なので、輝かしく歌う。ソプラノは叫ばないように。
p.137 #70- 全体 四分音符を歌うパートは最初に休符があるので、1･3拍目を感じて歌わないとお客さんに拍目がわからない。

→最初の音（休符の次の音）にアクセントをつけない。大きな３拍子を感じて1･3拍目のアクセントをつけて歌う。
→二分音符を歌うパートが骨格となり、リズム（ｱｸｾﾝﾄ）を引っ張っていく。最初はアルトが引っ張る。

#71 A ♮ソは、前の小節の#ソから半音下がる音だが、その半音に緊張感が込められているので、重要な音である。
p.139 #79 AB アルトとバスの二分音符が大切で骨格となるので、しっかり歌う。

#84-86 S 半-半-半-半-全-全で音が下がってくるので音程注意。
p.144 #98-102 全体 ここは「ヘミオラ」（2小節をまとめてそれを3つの拍に分け、大きな3拍子のようにすること）

→#102で「集合」する（もとの3/2拍子に戻る）→#100と#102の最初の音はそれぞれの１拍目にあたるので大切
p.145 #102-109 B バスの音が重要（大きく！）
p.157 #193- SAT オーケストラの中に溶け込むような感じで歌う。ソプラノの出だしはオケのアウフタクト三連符を感じて歌う。
p.159 #205ｰ 全体 Quasi andante（ほぼアンダンテ）「ここはゆっくりになると思います」
p.160 #211 全体 Amenのmenは投げやりにならにように。最後はロマン派の特徴でしんみりじんわり終わるとのこと。
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