
■数え切れないレコーディング、テレビ、ラジオ出演

●主なレコーディング
「合唱音楽の領域」「日本の合唱名曲選」「日本合唱曲全集」（ビクター）
「合唱名曲体系」「新・合唱講座」（全日本合唱普及会）
「21世紀の合唱名曲選」（音楽之友社・全日本合唱普及会）
「現代日本の合唱曲」「原爆小景」「木のうた・鳥のうた」「懐かしいアメリカの歌」「唱歌の四季」「夢の意味」
「遠い島の友へ・・・」「これが俺達の音楽だ」「木とともに 人とともに」「間宮芳生・・・自作を振る」「Joyful Joyful」
「水のいのち」「林光の指揮・ピアノ・編曲による日本抒情歌曲集」（フォンテック）　
「小鍛冶邦隆作品集」（コジマ録音）
「土の歌、筑後川、鴎、うた」「唱歌の四季、水のいのち、夢の意味、風紋」「ローレライ」「クリスマス合唱名曲集」
「武満徹の全合唱曲」（オクタヴィア・レコード）

　その他、各自治体の歌、校歌、応援歌、社歌、教科書教材、映画音楽（最近では「ローレライ」「スパイゾル
ゲ」「どろろ」「機動戦士ガンダム00」「SPACE BATTLESHIP ヤマト」「ステキな金縛り」「GANTZ」「ドラえも
ん」など）、愛知万博の音楽、NHK「名曲アルバム」「みんなの童謡」、大河ドラマ「新撰組!」ほか歴代のテーマ
曲、TBSドラマ「華麗なる一族」、フジテレビ「トリビアの泉」、「戦国鍋テレビ」ほかテレビ主題歌、讃美歌、ゆず
「Hey 和」、藤澤ノリマサ「希望の歌」、「AKB48　紅白対抗歌合戦」ほか演歌・歌謡曲のバックコーラス、CM
音楽、「ディズニー」「ファイナルファンタジー」「少女革命ウテナ」などのアニメ音楽、ゲーム音楽、ほか多数。

●主なテレビ出演
　「題名のない音楽会」をはじめ、2004年には第55回NHK紅白歌合戦に、ジョン健ヌッツォの大河ドラマ「新撰
組!」メインテーマのバックコーラスとして出演。2006年にはNHK「芸術劇場」で東京混声合唱団創立50周年
特集が組まれ放送、「放送大学学歌（柴田南雄作曲）」を録画、毎週放送。2007年にはNHKニューイヤー・オ
ペラコンサートに初出演、NHK-BS「しぶやライブ館」にメインゲストで出演、「唱歌の四季」などを演奏、放送、
第49回輝く!日本レコード大賞に、秋川雅史「千の風になって」のバックコーラスとして出演。2008年にはNHK
「SONGS」に沢田研二のバックコーラスとして出演。2010年にはサッカー天皇杯にて国歌斉唱をした。2011
年には、NHK教育テレビ「極める!千住明の聖地学」に出演。

●主なラジオ出演
　NHK-FM「現代の音楽」での定期演奏会の実況中継をはじめ数多くの番組に出演。

東京混声合唱団は皆様とのコンサートを通じての出会いを楽しみにいたしております。
感動のひとときを皆様と！　お気軽にご一報下さいませ。

〒160－0005 東京都新宿区愛住町23番地 ベルックス新宿ビルII  6階
東京混声合唱団事務局（担当：くじ目・渡辺・小林・曽根）
TEL:03-3226-9755／FAX:03-3226-9882
E-mail:kujime@tokyo-concerts.co.jp
URL:http://toukon1956.com

東混

東京混声合唱団事務局
〒160-0005  新宿区愛住町23番地 ベルックス新宿ビルⅡ 6階

TEL.03-3226-9755　FAX.03-3226-9882　E-mail:kujime@tokyo-concerts.co.jp
http://toukon1956.com（ホームページ）

https://twitter.com/toukon1956（ツイッター）
http://www.facebook.com/tokyokonsei（フェイスブック）

（2012年11月　武満徹の全合唱曲・山田和樹指揮）



1956年、東京芸術大学声楽科の卒業生により創設された日本を代表するプロ合唱団。

コンサートの開催を演奏活動の中心に置き、広範な分野の合唱作品の開拓と普及に取り組んでいる。

東京、大阪での定期演奏会、各地方での特別演奏会、内外のオーケストラとの共演やオペラへの出演、文化庁

主催「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」をはじめとする青少年を対象とした鑑賞音楽教室、海外公演を含む

年間200回の公演のほか、レコーディングやテレビ、ラジオへの出演がある。

レパートリーは、創立以来行っている作曲委嘱活動で生まれた200曲を数える作品群をはじめ、グレゴリオ聖歌か

らルネサンス、古典派、ロマン派、シェーンベルク、クセナキス、リゲティなどによる現代作品、そしてわが国の作曲界

からは重鎮から若手作曲家までと全合唱分野を網羅している。

文化庁芸術祭大賞、音楽之友社賞、毎日芸術賞、京都音楽賞、創立20周年企画「合唱音楽の領域」によるレ

コード・アカデミー賞などを受賞している。

海外では1979年のアセアン5ヶ国公演を皮切りに、1987年、創立30周年記念としてニューヨークほか7都市での

アメリカ公演を行った。（いずれも文化庁派遣の文化使節）。1997年、世界合唱連合（ユネスコ国際音楽協議会

合唱部門）の招きで渡欧し、スウェーデン、ベルギーで6公演を、2000年夏にはエストニア、フィンランド（国際音楽祭）

で4公演を、2002年6月にはカナダの国際合唱祭で4公演を、2006年7月には、創立50周年記念としてラトヴィア、エ

ストニアで6公演を行い、いずれも絶賛を博した。

各地のアマチュア合唱団や児童生徒との合同演奏、指導者派遣、ワークショップ・解説付きコンサートも精力的

に開催し、合唱音楽の向上、浸透、地域文化振興に大きな寄与をもたらしている。

田中信昭（音楽監督・桂冠指揮者）、ヴォルフディーター・マウラー（首席客演指揮者）、松原千振（正指揮者）、

大谷研二（指揮者）、山田和樹（レジデンシャル・コンダクター、2014年4月より音楽監督就任）、松井慶太（コンダク

ター・イン・レジデンス）、伊藤翔（コンダクター・イン・レジデンス）、山田茂（副指揮者）など、多彩な指揮者陣を擁し

ている。

1996年より日本を代表する芸術団体として「文化庁特別重点支援」の指名を受けている。

2007年、第38回（2006年度）サントリー音楽賞、第25回（2006年度）中島健蔵音楽賞を受賞。

2010年7月にフィンランド公演を開催し絶賛を博した｡

東京混声合唱団
TOKYO PHILHARMONIC CHORUS

（2010年7月　フィンランド・ヴィータサーリ国際現代音楽祭「音楽の時」）

指揮者（Conductor）
大谷研二 Kenji Otani

正指揮者（Permanent Conductor）
松原千振 Chifuru Matsubara

音楽監督（Music Director）
桂冠指揮者（Conductor Laureate）
田中信昭 Nobuaki Tanaka

主席客演指揮者
（Principal Guest Conductor）
W.マウラー Wolfdieter Maurer

副指揮者（Sub Conductor）
山田　茂 Shigeru Yamada

Conductor in residence
伊藤　翔　Sho Ito

Conductor in residence
松井慶太 Keita Matsui

■東京混声合唱団指揮者

Residential Conductor
（2014年4月より音楽監督に就任）

山田和樹 Kazuki Yamada

（撮影：鶴芳則）



■230回を超える定期演奏会

1956年3月以来、東京での定期演奏会は230回（2013年4月現在）開催。これまでの指揮者には、田中信昭、

松原千振、大谷研二、ヴォルフディーター・マウラー、山田和樹、松井慶太、伊藤翔をはじめ、渡辺暁雄、石

丸寛、前田幸市郎、岩城宏之、森正、山本直純、小澤征爾、デヴィッド・ラーソン、武田善美、ロベルト・ヴリー

ゲン、小林道夫、ニコラ・ルッチ、宮本昭嘉、八尋和美、星出豊、ポール・ヒリアー、沼尻竜典、飯守泰次郎、

樋本英一、本多優之、ジョーン・オルディス、ジェイムス・ウッド、ゲオルグ・クリストフ・ビラー、岩村力、ドゥニ・デュ

ペイ、宮松重紀、間宮芳生､ジョン・ワッシュバーン、杉山洋一を迎え、委嘱初演、日本初演を中心に多彩なプ

ログラムで開催している。

80年から、林光氏の作品「原爆小景」を歌い継ぐコンサート「東混八月のまつり」も続ける一方、96年から大

阪いずみホールでの定期演奏会もスタートさせている。

■創作界を牽引する200曲を越える委嘱作品群

1956年の清水脩「台湾ツウオ族の歌」を皮切りに、林光「原爆小景」「黒い歌」「日本抒情歌曲集」「コメディ

ア・インサラータ」「とこしへの川」ほか、間宮芳生「合唱のためのコンポジション第1・2・11・13・16番」「北国の

二つの歌」ほか、柴田南雄「優しき歌・第二」「追分節考」「修二會讃」ほか、黛敏郎「天台声明による始段唄・

散華」、別宮貞雄、石丸寛、福井文彦、菅野浩和、小山清茂「誕生祭」、三善晃「トルスII」「変化嘆詠」「黒

人霊歌集」「五つの日本民謡」「唱歌の四季」「田園に死す」「蜜蜂と鯨たちに捧げる譚詩」ほか、入野義朗、

武満徹「風の馬」「混声合唱のための"うた"」、諸井誠、外山雄三「歴落」、芥川也寸志「お天道様、ねこ、プ

ラタナス、ぼく」、中村八大、一柳慧「子供の十字軍」「魔法としての言葉」「水炎伝説」ほか、高橋悠治「道行」

「マナンガリ」「クリマトーガニ」「霊語り」、池辺晋一郎「東洋民謡集I・II・III」「Little by Little」「窓の声、光

の声」ほか、湯浅譲二「問い」「芭蕉の俳句によるプロジェクション」「懐かしいアメリカの歌」「風・秋」ほか、小

杉武久、石井眞木「もりのうた」ほか、八村義夫「愛の園」ほか、水野修孝「混声合唱のためのオートノミー」、

池内友次郎、團伊玖磨「原体剣舞連」、佐藤聡明、近藤譲、西村朗「水の祈祷」「内部への月影」「先帝御

入水」ほか、松村禎三「暁の讃歌」、末吉保雄、福士則夫、新実徳英「グーラ」「合唱協奏曲－ビオス－」ほか、

菅野由弘、田中均、荻久保和明「レクイエム」、三枝成彰「呪文」、矢野顕子「ねこはねこはねこ」、吉川和夫、

坂本龍一「小説」、細川俊夫「アヴェ・マリア」ほか、吉松隆、原嘉壽子、松平頼暁、中川俊郎、三宅榛名「か

むとけの曇らふ空の」、野平一郎「光の庭」「日本のうた」ほか、藤枝守、南聡、ラウタヴァーラ（フィンランド）「我

らが時代の歌」、阿部亮太郎、猿谷紀郎「火喰鳥」ほか、藤家溪子「楽園の泉」、権代敦彦「Agnus 

Dei/Anus Mundi II」ほか、北爪道夫「ことばの旅I」、鈴木輝昭「オーダエ・カルミヌム」、シェイファー（カナダ）

「自然の声」「ナルキッソスとエコーの神話」、伊左治直、山本純ノ介「無伴奏合唱組曲三番」、チナリー・ウン

（カンボジア／アメリカ）、三輪眞弘、伊東乾、千原英喜「阿知女作法」、鳥養潮、原田敬子、タムリオニス（リト

アニア）、鈴木純明、鶴見幸代「縞縞」、山本裕之、ヴァヒ（エストニア）「菊の園の詠唱」、菅原拓馬、杉山洋一、

上田真樹「夢の意味」、鷹羽弘晃「ブルレスカ」、久保摩那子、森山智宏「これが俺達の音楽だ」、篠田昌伸

「opusによる5つの断章」、伊藤弘之、小鍛冶邦隆「マドリガルⅤ」、野田暉行「晋我追悼曲」、ハーパネン（フィ

ンランド）、岸野末利加、小出稚子ほかの作曲家へ200曲を越える作品の委嘱初演を続けている。

東京混声合唱団による再演をはじめ、その多くは、出版、録音され、国内はもちろんのこと世界中の合唱団

のレパートリーとなっている。

■合唱による海外公演・国際交流

■話題のオーケストラ・オペラ公演への出演

●国際児童年記念「こども芸術劇場」ASEAN5公演（1979年　宮本昭嘉指揮）
●創立30周年記念「アメリカ8都市公演」（1987年　田中信昭指揮）
●創立40周年記念「スウェーデン、ベルギー6回公演」（1997年　松原千振指揮）
●「フィンランド・エストニア4回公演（国際音楽祭）」(2000年　松原千振指揮）
●「カナダ4回公演（トロント国際合唱フェスティヴァル）」（2002年　松原千振指揮）
●2006年、創立50周年記念のラトヴィア・エストニア6回公演（バルト国際合唱祭）を、松原千振指揮で開催。
●2010年7月にフィンランド4回公演を松原千振指揮により開催。
文化庁舞台芸術国際フェスティバルの一環として、2002年に韓国から「ソウル・モテット合唱団」、シンガポール
から「シンガポール・フィルハーモニック室内合唱団」を招聘し「アジア・コーラルデイズ」を開催、2004年にカナダ
から「ヴァンクーバー室内合唱団」、オーストラリアから「アデレイト・チェンバーシンガーズ」を招聘し「パシフィック・
コーラルデイズ」を開催、東京混声合唱団を加えた3団体による合同演奏は大きな感動を呼んだ。

（アジアコーラルデイズ） （ラトヴィア、エストニア公演）

●近年の主な出演歴
03年3月　秋山和慶=東京交響楽団：ジョン・アダムス「エル・ニーニョ」－日本初演－／ 04年5月　本名徹次=日本フィルハー
モニー交響楽団：伊福部昭「交響頌偈<釈迦>」／ 04年7月　ゲルギエフ=東京都交響楽団：ストラヴィンスキー「結婚」「詩
編交響曲」／ 04年8月　秋山和慶=東京交響楽団：ベリオ「スタンゼ」－日本初演－／ 04年10月　沼尻竜典=東京フィル
ハーモニー交響楽団：三善晃「レクイエム」（文化庁芸術祭優秀賞）／ 05年3月　茂木大輔=オーケストラ・アンサンブル
「風」：バッハ「ロ短調ミサ」／ 05年6月　岩城宏之=東京フィルハーモニー交響楽団：ラヴェル「ダフニスとクロエ」／ 05年8月
　高関健=東京都交響楽団：ウェーベルン「カンタータ第2番」「眼の光」、リスト（ウェーベルン編）「労働者の合唱」／ 05年12
月　茂木大輔=オーケストラ・アンサンブル「風」：ベートーヴェン「第九」「荘厳ミサ」より／ 06年4月　大町陽一郎=東京フィル
ハーモニー交響楽団「美しく青きドナウ」「ふるさとの四季」／ 06年10月　山田和樹=横浜シンフォニエッタ：モーツァルト「レクイ
エム」「アヴェ・ヴェルム・コルプス」／ 07年1月　飯森範親=東京フィルハーモニー交響楽団：NHKニューイヤー・オペラコン
サート／ 07年1月　シャルル・デュトワ=NHK交響楽団：プロコフィエフ「アレクサンドル・ネフスキー」／ 07年1月　茂木大輔=
オーケストラ・アンサンブル「風」：バッハ「カンタータ140、147」／ 07年7月　飯森範親=東京交響楽団：ヘンツェ：オペラ「ルプ

岩城宏之＝N響、小澤征爾＝ボストン響、カラヤ
ン＝ベルリンフィル、アッバード＝ウィーンフィルなどと
の共演をはじめ、NHK イタリアオペラ、新国立劇
場オープニングオペラ「建・TAKERU」の出演ほ
か、在京のオーケストラ全団体と共演しています。

写真 ＝ 12年8月 山田和樹指揮
 サントリー芸術財団　サマーフェスティバル 2012
 ヤニス・クセナキス：オペラ『オレステイア』
 ©サントリー芸術財団

■全国各地での特別演奏会
東京混声合唱団は全国各地の会館、ホール、劇場、音楽堂、

教育委員会、鑑賞団体、合唱連盟、合唱団等からのお招きを受
け、全国各地で特別演奏会を開催しております。いずれも多くの
感動をよび、恒例になっている地域も数多くあります。『日本の合
唱名曲コンサート』『会場全体を使って演奏するシアターピース作
品の上演』『「日本抒情歌曲集」全曲コンサート』『パイプオルガン
と東京混声合唱団との共演』『親子で歌いつごう日本の歌百選

より』『地元のアマチュア合唱団との共演』等の企画があります。『地元のアマチュア合唱団との共演』では、公演前に
現地へ指揮者や団員を指導派遣、公演前日の合同練習などを通して、より一層の交流と充実した演奏を実現しておりま
す。共演公募合唱団の組織・結成、アマチュア合唱団同士の交流、アマチュア合唱団のレベルアップ、地元音楽界の
活性化に繋がっていると各方面より高く評価されております。市民参加型公演の一つとしていかがでしょうか。

●近年の主な共演アマチュア合唱団
長崎祝祭合唱団（長崎）、女声合唱団コール・SATO（静岡）、G-JORD（岐阜）、女声合唱団「コーロ・プリモ」、混声合唱団「コール・フロイ
デ」、入間市合唱連盟（埼玉）、山鹿少年少女合唱団、東京混声合唱団と歌う会（熊本）、三条市音楽協会合唱団“くじら”（新潟）、静岡
混声合唱団TERRA（静岡）、たけお市民合唱団（佐賀）、コール・アゼリア、コーラス四季、とわだ混声合唱団、十和田湖コーラス愛好会（青
森）、 横浜室内アンサンブル（神奈川）、佐倉混声合唱団（千葉）、合唱団ノース・エコー（愛知）、栃木県合唱連盟（栃木）、下田「東混」と
歌う会（静岡）、可児市民第九合唱団（岐阜）、福知山市合唱連盟（京都）、各務原市民合唱団（岐阜）、斜里混声合唱団（北海道）、東
京混声合唱団と歌う会（茨城）、特別編成合唱団（福井）、合唱団くすの木（佐賀）、大牟田合唱連盟（福岡）、秦野市合唱連盟・秦野市
渋沢小学校（神奈川）、東京大学柏葉会合唱団OB・OG有志（東京）、コールみやま（鹿児島）、東京混声合唱団と田中信昭と歌う会（宮
城）、東京混声合唱団と歌う「金沢特別合唱団」（石川）、合唱団GMC（岐阜）、十勝やまなみ合唱団（北海道）、東混とうたう会「結」（北海
道）、高崎コスモス合唱団（群馬）、オレンジエコーズ（佐賀）、豊田市民合唱団（愛知）、とんだばやし混声合唱団（大阪）、ふるさと坂東合
唱団（茨城）、コーロフィオーレ、熊本少年少女合唱団（熊本）、東京混声合唱団と歌う会（兵庫）、東混と「いのちの祝祭」を歌う会（福岡）、
地元合唱団（長野県飯田市）、横須賀「東混と歌う会」（神奈川）、福岡県合唱連盟筑豊支部（福岡）、桐生市民合唱団（群馬）、いわき市
内合唱団（福島）、山形県合唱連盟（山形）、町田フィルハーモニー合唱団（東京）、あぶハーモニー（山口）、河南高校コール・ソーニョ、第
三中学校お母さんコーラス、女声コーラス　ヴィオレッタ（大阪）、坂東市の小学生（茨城）、コールみか、女声合唱団エコ・ソアーベ、混声
合唱を楽しむ会（三重）、パレア混声合唱団（福井）、公募による「こども合唱メンバー」（東京）、女声コーラス・プリマヴェーラ、八戸メンネル
コール（青森）、都城音楽協会プロジェクト合唱団「あさぎり」（宮崎）、東京混声合唱団と歌う会（大阪）、狛江エコルマホール公募合唱団（東
京）、群馬合唱研究会（群馬）、大阪狭山混声合唱団、泉北混声合唱団、公募女声合唱団、公募男声合唱団（大阪）、平塚市・公募によ
る市民合唱団（神奈川）、郡山市立朝日が丘小学校（福島）ほか多数。

パ ― ヤツガシラと息子の愛の勝利」－日本初演－／ 07年12月　新実徳英=九州交響楽団：新実徳英「空、海、大地と木
のうた」／ 08年3月　茂木大輔=オーケストラ・アンサンブル「風」：バッハ「ヨハネ受難曲」／ 08年12月　シャルル・デュトワ
=NHK交響楽団　ストラヴィンスキー「エディプス王」／ 09年2月　ウリ・セガル=東京室内歌劇場オペラ　リゲティ「ル・グラ
ン・マカーブル」（日本初演）／ 09年4月　下野竜也=読売日本交響楽団：黛敏郎「涅槃交響曲」／ 09年7月　荒谷俊治=
町田フィルハーモニー交響楽団：モーツァルト「レクイエム」／ 09年8月　沼尻竜典=東京交響楽団：ヘルフェルト「レクイエム」
－世界初演－／スザンナ・マルッキ=NHK交響楽団　リゲティ「時計と雲」／09年12月　シャルル・デュトワ=NHK交響楽団：
ヤナーチェク「グラゴル・ミサ曲」／ 10年3月　山田和樹=東京交響楽団：木下牧子「鴎」、團伊玖磨「筑後川」、佐藤眞「土
の歌」／ 10年12月　大友直人=東京交響楽団：ベリオ「シンフォニア」／ 10年12月　シャルル・デュトワ=NHK交響楽団：ブ
リテン「戦争レクイエム」／ 11年11月 クリストファー・ホグウッド＝NHK交響楽団：ベートーヴェン「第九」／ 11年12月 シャルル・
デュトワ＝NHK交響楽団：マーラー「一千人の交響曲」／ 12年1月 エケハルト・シュティーア＝東京フィルハーモニー交響楽
団：「聖剣伝説2」「ファイナルファンタジー」／ 12年2月 安良岡章夫＝芸大アンサンブル：ベリオ「カンティクム・ノヴィッシミ・テスタ
メンティ」／ 12年3月 広上淳一＝東京フィルハーモニー交響楽団：黛敏郎「涅槃交響曲」／ 12年3月 飯森範親＝東京交響

楽団：上田真樹「夢の意味」、三善晃「唱歌の四季」、高田三郎「水のいのち」／ 12年8月 山田和樹指揮＝東京シンフォニ

エッタ：クセナキス オペラ「オレステイア」／ 12年9月 井上道義＝オーケストラ・アンサンブル金沢：ベートーヴェン「第九」／ 12

年10月 ヤーノシュ・コヴァーチュ =東京フィルハーモニー交響楽団：リゲティ「ルクス・エテルナ」「レクイエム」／ 13年3月 竹本

泰蔵=新日本フィルハーモニー交響楽団：BONNIE PINKほか多数。1981年から続く熊谷弘指揮による「第九と皇帝」では、

毎年ベートーヴェン「第九」を演奏しております。



■合唱による海外公演・国際交流

■話題のオーケストラ・オペラ公演への出演

●国際児童年記念「こども芸術劇場」ASEAN5公演（1979年　宮本昭嘉指揮）
●創立30周年記念「アメリカ8都市公演」（1987年　田中信昭指揮）
●創立40周年記念「スウェーデン、ベルギー6回公演」（1997年　松原千振指揮）
●「フィンランド・エストニア4回公演（国際音楽祭）」(2000年　松原千振指揮）
●「カナダ4回公演（トロント国際合唱フェスティヴァル）」（2002年　松原千振指揮）
●2006年、創立50周年記念のラトヴィア・エストニア6回公演（バルト国際合唱祭）を、松原千振指揮で開催。
●2010年7月にフィンランド4回公演を松原千振指揮により開催。
文化庁舞台芸術国際フェスティバルの一環として、2002年に韓国から「ソウル・モテット合唱団」、シンガポール
から「シンガポール・フィルハーモニック室内合唱団」を招聘し「アジア・コーラルデイズ」を開催、2004年にカナダ
から「ヴァンクーバー室内合唱団」、オーストラリアから「アデレイト・チェンバーシンガーズ」を招聘し「パシフィック・
コーラルデイズ」を開催、東京混声合唱団を加えた3団体による合同演奏は大きな感動を呼んだ。

（アジアコーラルデイズ） （ラトヴィア、エストニア公演）

●近年の主な出演歴
03年3月　秋山和慶=東京交響楽団：ジョン・アダムス「エル・ニーニョ」－日本初演－／ 04年5月　本名徹次=日本フィルハー
モニー交響楽団：伊福部昭「交響頌偈<釈迦>」／ 04年7月　ゲルギエフ=東京都交響楽団：ストラヴィンスキー「結婚」「詩
編交響曲」／ 04年8月　秋山和慶=東京交響楽団：ベリオ「スタンゼ」－日本初演－／ 04年10月　沼尻竜典=東京フィル
ハーモニー交響楽団：三善晃「レクイエム」（文化庁芸術祭優秀賞）／ 05年3月　茂木大輔=オーケストラ・アンサンブル
「風」：バッハ「ロ短調ミサ」／ 05年6月　岩城宏之=東京フィルハーモニー交響楽団：ラヴェル「ダフニスとクロエ」／ 05年8月
　高関健=東京都交響楽団：ウェーベルン「カンタータ第2番」「眼の光」、リスト（ウェーベルン編）「労働者の合唱」／ 05年12
月　茂木大輔=オーケストラ・アンサンブル「風」：ベートーヴェン「第九」「荘厳ミサ」より／ 06年4月　大町陽一郎=東京フィル
ハーモニー交響楽団「美しく青きドナウ」「ふるさとの四季」／ 06年10月　山田和樹=横浜シンフォニエッタ：モーツァルト「レクイ
エム」「アヴェ・ヴェルム・コルプス」／ 07年1月　飯森範親=東京フィルハーモニー交響楽団：NHKニューイヤー・オペラコン
サート／ 07年1月　シャルル・デュトワ=NHK交響楽団：プロコフィエフ「アレクサンドル・ネフスキー」／ 07年1月　茂木大輔=
オーケストラ・アンサンブル「風」：バッハ「カンタータ140、147」／ 07年7月　飯森範親=東京交響楽団：ヘンツェ：オペラ「ルプ

岩城宏之＝N響、小澤征爾＝ボストン響、カラヤ
ン＝ベルリンフィル、アッバード＝ウィーンフィルなどと
の共演をはじめ、NHK イタリアオペラ、新国立劇
場オープニングオペラ「建・TAKERU」の出演ほ
か、在京のオーケストラ全団体と共演しています。

写真 ＝ 12年8月 山田和樹指揮
 サントリー芸術財団　サマーフェスティバル 2012
 ヤニス・クセナキス：オペラ『オレステイア』
 ©サントリー芸術財団

■全国各地での特別演奏会
東京混声合唱団は全国各地の会館、ホール、劇場、音楽堂、

教育委員会、鑑賞団体、合唱連盟、合唱団等からのお招きを受
け、全国各地で特別演奏会を開催しております。いずれも多くの
感動をよび、恒例になっている地域も数多くあります。『日本の合
唱名曲コンサート』『会場全体を使って演奏するシアターピース作
品の上演』『「日本抒情歌曲集」全曲コンサート』『パイプオルガン
と東京混声合唱団との共演』『親子で歌いつごう日本の歌百選

より』『地元のアマチュア合唱団との共演』等の企画があります。『地元のアマチュア合唱団との共演』では、公演前に
現地へ指揮者や団員を指導派遣、公演前日の合同練習などを通して、より一層の交流と充実した演奏を実現しておりま
す。共演公募合唱団の組織・結成、アマチュア合唱団同士の交流、アマチュア合唱団のレベルアップ、地元音楽界の
活性化に繋がっていると各方面より高く評価されております。市民参加型公演の一つとしていかがでしょうか。

●近年の主な共演アマチュア合唱団
長崎祝祭合唱団（長崎）、女声合唱団コール・SATO（静岡）、G-JORD（岐阜）、女声合唱団「コーロ・プリモ」、混声合唱団「コール・フロイ
デ」、入間市合唱連盟（埼玉）、山鹿少年少女合唱団、東京混声合唱団と歌う会（熊本）、三条市音楽協会合唱団“くじら”（新潟）、静岡
混声合唱団TERRA（静岡）、たけお市民合唱団（佐賀）、コール・アゼリア、コーラス四季、とわだ混声合唱団、十和田湖コーラス愛好会（青
森）、 横浜室内アンサンブル（神奈川）、佐倉混声合唱団（千葉）、合唱団ノース・エコー（愛知）、栃木県合唱連盟（栃木）、下田「東混」と
歌う会（静岡）、可児市民第九合唱団（岐阜）、福知山市合唱連盟（京都）、各務原市民合唱団（岐阜）、斜里混声合唱団（北海道）、東
京混声合唱団と歌う会（茨城）、特別編成合唱団（福井）、合唱団くすの木（佐賀）、大牟田合唱連盟（福岡）、秦野市合唱連盟・秦野市
渋沢小学校（神奈川）、東京大学柏葉会合唱団OB・OG有志（東京）、コールみやま（鹿児島）、東京混声合唱団と田中信昭と歌う会（宮
城）、東京混声合唱団と歌う「金沢特別合唱団」（石川）、合唱団GMC（岐阜）、十勝やまなみ合唱団（北海道）、東混とうたう会「結」（北海
道）、高崎コスモス合唱団（群馬）、オレンジエコーズ（佐賀）、豊田市民合唱団（愛知）、とんだばやし混声合唱団（大阪）、ふるさと坂東合
唱団（茨城）、コーロフィオーレ、熊本少年少女合唱団（熊本）、東京混声合唱団と歌う会（兵庫）、東混と「いのちの祝祭」を歌う会（福岡）、
地元合唱団（長野県飯田市）、横須賀「東混と歌う会」（神奈川）、福岡県合唱連盟筑豊支部（福岡）、桐生市民合唱団（群馬）、いわき市
内合唱団（福島）、山形県合唱連盟（山形）、町田フィルハーモニー合唱団（東京）、あぶハーモニー（山口）、河南高校コール・ソーニョ、第
三中学校お母さんコーラス、女声コーラス　ヴィオレッタ（大阪）、坂東市の小学生（茨城）、コールみか、女声合唱団エコ・ソアーベ、混声
合唱を楽しむ会（三重）、パレア混声合唱団（福井）、公募による「こども合唱メンバー」（東京）、女声コーラス・プリマヴェーラ、八戸メンネル
コール（青森）、都城音楽協会プロジェクト合唱団「あさぎり」（宮崎）、東京混声合唱団と歌う会（大阪）、狛江エコルマホール公募合唱団（東
京）、群馬合唱研究会（群馬）、大阪狭山混声合唱団、泉北混声合唱団、公募女声合唱団、公募男声合唱団（大阪）、平塚市・公募によ
る市民合唱団（神奈川）、郡山市立朝日が丘小学校（福島）ほか多数。

パ ― ヤツガシラと息子の愛の勝利」－日本初演－／ 07年12月　新実徳英=九州交響楽団：新実徳英「空、海、大地と木
のうた」／ 08年3月　茂木大輔=オーケストラ・アンサンブル「風」：バッハ「ヨハネ受難曲」／ 08年12月　シャルル・デュトワ
=NHK交響楽団　ストラヴィンスキー「エディプス王」／ 09年2月　ウリ・セガル=東京室内歌劇場オペラ　リゲティ「ル・グラ
ン・マカーブル」（日本初演）／ 09年4月　下野竜也=読売日本交響楽団：黛敏郎「涅槃交響曲」／ 09年7月　荒谷俊治=
町田フィルハーモニー交響楽団：モーツァルト「レクイエム」／ 09年8月　沼尻竜典=東京交響楽団：ヘルフェルト「レクイエム」
－世界初演－／スザンナ・マルッキ=NHK交響楽団　リゲティ「時計と雲」／09年12月　シャルル・デュトワ=NHK交響楽団：
ヤナーチェク「グラゴル・ミサ曲」／ 10年3月　山田和樹=東京交響楽団：木下牧子「鴎」、團伊玖磨「筑後川」、佐藤眞「土
の歌」／ 10年12月　大友直人=東京交響楽団：ベリオ「シンフォニア」／ 10年12月　シャルル・デュトワ=NHK交響楽団：ブ
リテン「戦争レクイエム」／ 11年11月 クリストファー・ホグウッド＝NHK交響楽団：ベートーヴェン「第九」／ 11年12月 シャルル・
デュトワ＝NHK交響楽団：マーラー「一千人の交響曲」／ 12年1月 エケハルト・シュティーア＝東京フィルハーモニー交響楽
団：「聖剣伝説2」「ファイナルファンタジー」／ 12年2月 安良岡章夫＝芸大アンサンブル：ベリオ「カンティクム・ノヴィッシミ・テスタ
メンティ」／ 12年3月 広上淳一＝東京フィルハーモニー交響楽団：黛敏郎「涅槃交響曲」／ 12年3月 飯森範親＝東京交響

楽団：上田真樹「夢の意味」、三善晃「唱歌の四季」、高田三郎「水のいのち」／ 12年8月 山田和樹指揮＝東京シンフォニ

エッタ：クセナキス オペラ「オレステイア」／ 12年9月 井上道義＝オーケストラ・アンサンブル金沢：ベートーヴェン「第九」／ 12

年10月 ヤーノシュ・コヴァーチュ =東京フィルハーモニー交響楽団：リゲティ「ルクス・エテルナ」「レクイエム」／ 13年3月 竹本

泰蔵=新日本フィルハーモニー交響楽団：BONNIE PINKほか多数。1981年から続く熊谷弘指揮による「第九と皇帝」では、

毎年ベートーヴェン「第九」を演奏しております。

■年間百回を超える小学校・中学校・高等学校での鑑賞公演

東京混声合唱団は、文化庁の指名による「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」をはじめ、各地の教育委員会、
校長会、単独の学校などからのお招きを受け、青少年向けのコンサートを年に百回以上開催しております。古今の合
唱名曲から、東混十八番「追分節考」、日本の抒情歌、小学生、中学生、高校生の愛唱合唱曲、東京混声合唱団オ
リジナル編曲によるポップス、ゴスペルなどを含むプログラムは常に好評を得ております。また、児童生徒とのよりいっそう
の「ふれあい」を求めて、校歌演奏、合同演奏、ボディパーカッション、合唱指導なども積極的に実施しています。

●プログラムの一例
■世界のうた=ハレルヤ（ヘンデル）、エコー（ラッソ）、動物たちの対位法（バンキエリ）、今こそ五月（モーリー）、
主よ人の望みの喜びよ（バッハ）、アヴェ・ヴェルム・コルプス（モーツァルト）、夏は来たりぬ（14世紀のカノン）、鳥
の歌（ジャヌカン）、流浪の民（シューマン）、波はささやき（モンテヴェルディ）、美しく青きドナウ（シュトラウスII）、楽
園にて（フォーレ）、行け思いよ、黄金の翼に乗って（ヴェルディ）、おお運命よ（オルフ）、汽車・蚊（チャットマン）、
忍び込む悪魔（オルバーン）、アヴェ・マリア（ブスト）ほか。
■日本のうた=赤とんぼ（山田耕筰）、さくら（日本古謡／武満徹編）、夕焼小焼（草川信／三善晃編）、荒城の月・箱
根八里（滝廉太郎／林光編）、浜辺の歌（成田為三／林光編）、待ちぼうけ・この道（山田耕筰／林光編）、花（滝廉
太郎）、夏の思い出（中田喜直）、シャボン玉、砂山（中山晋平／林光編）、汽車ポッポ、七つの子（本居長世）ほか。
■小学生、中学生、高校生の愛唱曲=大地讃頌（佐藤眞）、世界がひとつになるまで（馬飼野康二）、気球に
乗ってどこまでも（平吉毅州）、ビリーブ（杉本竜一）、河口（團伊玖磨）、春に、サッカーによせて・鴎（木下牧子）、
未来（高嶋みどり）、聞こえる（新実徳英）、旅立ちの日に（坂本浩美）、信じる・そのひとがうたうとき（松下耕）、地
球へのピクニック（三善晃）、小さな空・翼・○と△の歌（武満徹）、虹（森山直太朗／御徒町凧）、手紙（アンジェ
ラ・アキ）、Yell （いきものがかり）、アイ・ラヴ（愛）ほか。
■日本民謡を素材とした合唱曲=シアターピース「追分節考」（長野県民謡／柴田南雄）、ソーラン節（北海道
民謡／三善晃編）、阿波踊り（徳島県民謡／三善晃編）、佐渡おけさ（新潟県民謡／三善晃編）ほか。
■楽しいコーラス=翼をください（村井邦彦／若林千春編）、島唄（宮沢和史／若林千春編）、世界に一つだけ
の花（槇原敬之）、映画「天使にラブソングを」より～ Hail Holy Queen・Joyful Joyful（ゴスペル）、となりのトトロ
（久石譲／若林千春編）、明日に架ける橋（サイモン&ガーファンクル）、Hey Jude（ビートルズ）、Sing（カーペン
ターズ／若林千春編）、涙そうそう（BEGIN）、Over The Rainbow（アーレン／三善晃編）、ジェリコの戦い・セッ
トダウンサーヴァント（黒人霊歌）、ジッパディドゥーダー・小さな世界・星に願いを（ディズニー）、エーデルワイス（ロ
ジャース／若林千春編）、いつも何度でも・世界の約束（木村弓／若林千春編）、見上げてごらん夜の星を（い
ずみたく／若林千春編）、千の風になって（新井満）、風になりたい（宮沢和史／若林千春編）、粉雪（レミオロメ
ン／若林千春編）、ゆかいな牧場（アメリカ民謡）、チャパネカス・シェリトリンド（メキシコ民謡）、崖の上のポニョ（久
石譲／森山智宏編）、キセキ（GReeeeN／森山智宏編）、町から猫を連れてきた（コープランド）、せんせい（三
善晃）、マル・マル・モリ・モリ！（宮下浩司／森山智宏編）、おもちゃのチャチャチャ （越部信義／鷹羽弘晃編）、
幸せなら手をたたこう（スペイン民謡・鷹羽弘晃 編）ほか。


