
山口県総合芸術文化祭 2021・第 76回合唱コンクール山口県大会開催要項 
 

１．目  的： 合唱コンクールをとおして山口県合唱音楽の向上発展を図る。 

２．主  催：  やまぐち文化プログラム実行委員会(山口県・山口県文化連盟・(一社)山口県観光連盟・ 

(公財)山口きらめき財団)・山口県教育委員会・山口県合唱連盟・朝日新聞社 

３．共  催： 防府市・防府市教育委員会・山口県中学校文化連盟・山口県高等学校文化連盟・ 

山口県音楽教育連盟  

４．開催日時： 2021(R3)年 8月 8日(日)午前 9時 30分より (出演団体数により開催時間を変更することがある) 

５．会  場： 防府市公会堂 [住所] 〒747-0026 山口県防府市緑町一丁目 9番 1 号 [TEL] 0838-25-1234 

６．編成区分： （１）小学校部門に区分はない。中学校部門においては、混声合唱、同声合唱の 2つに分ける。 

（２） 高等学校部門においては、出演人数 8 人以上 32 人以下のＡグループと、出演人数 33 人以上のＢグ

ループの 2つに分ける。 

（３）大学職場一般部門においては、大学ユース、室内合唱、混声合唱、同声合唱の 4つに分ける。 

（４）各部門に、県大会のみで支部大会推薦の対象としない Cグループを設ける。 

（５）支部大会及び全国大会では、県連理事長が県代表として推薦した県大会の時の編成区分を変更する

ことはできない。 

８．出演資格： 2021(R3)年度に山口県合唱連盟に加盟している合唱団であること(小学校部門は 23年度まで未加盟も可) 

（１） 小学校部門では出演人数が６人以上、中学校部門及び高等学校部門では、出演人数が 8 人以上で、

同一学校の生徒で編成する合唱団、または複数学校の生徒で編成する合同合唱団で常時活動し県連

理事長が認めた合唱団であること。同一学校から複数の合唱団が出演できる。合唱メンバーは、小

学校部門は１回に限り、中学校部門及び高等学校部門では同一種別（混声・男声・女声）に１回に

限り出演できる。また、同一の中高一貫校に在籍する生徒で編成する合唱団。ただし、中高一貫校

として出演する中学生は規定上高校生として扱う。 

（２） 大学ユース合唱の部では、出演人数が 8 人以上で、合唱メンバー全員が 2018 年 4 月 1 日現在 28

歳以下であること。 

（３） 室内合唱の部では出演人数が 6 人以上 24 人以下、混声合唱の部では出演人数が 8 人以上の混声合

唱団、同声合唱の部では、出演人数が 8 人以上の男声合唱団もしくは女声合唱団であること。 

（４）上記の人数には指揮者、伴奏者、独唱者、譜めくりは含まないが、それぞれが合唱メンバーに入っ

て歌う場合は、人数に加えるものとする。 

編成区分 出演人数 演奏時間 演 奏 曲 

小学校 6 人以上 

課題曲の演奏開始

から演奏終了まで 

曲間を含め 

7 分 00秒以内 

●課題曲（名曲シリーズより 1 曲） 

E1 雪の窓辺で（薩摩忠詩／三善晃 曲）  薩摩忠詩／三善晃 曲 

E2 かに（「あわていきもののうた」から）（木島始詩／木下牧子 曲）  木島始詩／木下牧子 曲 

E3 さくらさくら（日本古謡/中田喜直曲） 日本古謡／中田喜直 編曲 

E4 烏かねもん勘三郎（広島地方わらべうた/間宮芳生）  広島地方わらべうた／間宮芳生 曲 

E5 Oculus non vidit （Orlande de Lassus 曲） Orlande de Lassus 曲 

E6 Kyrie（「Missa Brevis in D」から）（Benjamin Britten 曲）   Benjamin Britten 曲 

●自由曲 

中学校 
混声  8 人以上 曲間を含め 

8 分 00秒以内 
自由曲のみを演奏する。 

曲目･曲数に制限はない。 同声 〃 

高等学校 
A 

 8 人以上 

32 人以下 
自由曲の演奏開始

から演奏終了まで 

6 分 30秒以内 

●課題曲（名曲シリーズより 1 曲） 

［混声］ 

G1 Ehre sei dir, Christe（「Die Matthäus-Passion」から）／Heinrich Schütz 曲 

G2 O salutaris Hostia／Gioachino Rossini 曲 

G3 うたをうたうのはわすれても（「うたをうたうのはわすれても」から）／ 

岸田衿子 詩 津田 元 曲 

G4 骨（「4つの追憶の曲」から）／中原中也 詩 山口龍彦 曲 

    （2019年度合唱組曲作品公募入選作品《第30回朝日作曲賞》） 

［男声］ 

M1 De coelo veniet／Jacobus Handl 曲 

M2 Preghiera／Giuseppe Torre 詩 Gioachino Rossini 曲 

M3 Ⅰ（合唱のためのコンポジション 第6番「男声合唱のためのコンポジション」

から）／間宮芳生 曲 

M4 心象Ⅱ（「風と浪三唱」から）／中原中也 詩 寺嶋陸也 曲 三好達治詩／木下牧子 曲 

［女声］ 

F1 O sacrum convivium／Tomas Luis de Victoria 曲 

F2 La Fede（「3 cori religiosi」から）／Gioachino Rossini 曲 

F3 夜来香（「花の四季」から）／江間章子 詩 池辺晋一郎 曲 

F4 いたいな（「愛のとき」から）／木島 始 詩 髙嶋みどり 曲 

※各声部の2曲目のテーマ作曲家は「Gioachino Rossini」。 

※G4、M4、F2、F3はピアノ伴奏。 

※G1はドイツ語、G2、M1、F1はラテン語、M2、F2はイタリア語。  覚和歌子詩／横山潤子曲 

●自由曲 

B 33 人以上 

大学 

職場 

一般 

大学 

ユース 
 8 人以上 

自由曲の演奏開始

から演奏終了まで 

8 分 30秒以内 

室内 
 6 人以上 

24 人以下 

混声 8 人以上 

同声 8 人以上 

Ｃグループ 

(県大会 

のみ) 

中学 

6 人以上 
8 分 00秒以内 

自由曲のみ 高校 

大職一 8 分 30秒以内 



（５）指揮者、伴奏者、独唱者の出演資格は問わない。ただし、小学校・中学校・高等学校部門について 

は当該校長が認めたものに限る。また、指揮者・伴奏者・独唱者が合唱メンバーに入って歌う場合 

は、前記の出演資格を満たさなければならない。 

（６） 大学職場一般部門には、同一合唱団は 1 回しか出演できない。 

（７） 大学職場一般部門には、中学校部門･高等学校部門に加盟する合唱団は出演できない。 

（８） 出演資格に違反したときは出演を停止、または入賞を取り消すことができる。 

９．出演人数： 出演人数の変更等については、次の通り扱うものとする。  

（１）県大会の申し込み時に登録した人数は、支部大会では変更できないものとする。全国大会では 10％

の増員まで認める。ただし、最大申込人数が 40人未満の場合は 4人の増員まで認める。 

（２）病気その他緊急事態の発生により、実演奏人数が減少することはやむを得ないものとする。 

（３）各編成区分の最低人数を下回った場合は、支部大会への推薦対象としない。 

10．演奏順序： 当該年度総会で決定した出演順位による。その後に加盟した団体はコンクール等出演順の決定方法に関す

る内規による。(小学校部門は、試行期間終了までは事務局で抽選） 

 小学校部門、中学校部門(C、混声、同声)、高校部門(C、A、B)、大学職場一般部門(C、大学ユース、室内、

混声、同声)の順とする。 

11．演 奏 曲： （１）中学校部門は自由曲のみを、それ以外の部門は課題曲と自由曲を演奏する。 

（２）課題曲は、全日本合唱連盟発行の当該年度合唱名曲シリーズ(課題曲集)から１曲を選択して、全員

で演奏しなければならない。 

（３）自由曲の曲目・曲数に制限はない。 

（４）演奏順は、課題曲のある場合は課題曲・自由曲の順とする。 

12．演奏時間： 演奏時間は、自由曲の第１曲の開始から最終曲の演奏終了まで曲間を含めて、小学校部門は 7分 00秒を、 

中学校部門と高等学校部門Ｃグループは 8分 00秒を、高等学校部門Ａグループ・Ｂグループは 6分 30秒を、 

大学職場一般部門は 8分 30秒を超えてはならない。万が一超えた場合は失格とし、審査の対象としない。 

13．伴奏楽器： 伴奏楽器は自由とする。ただし、主催者の用意するもの（ピアノ 1台 442Hz）以外は使用団体の責任において

用意し、これにかかる費用は使用団体が支弁しなければならない。なお、ピアノの位置は中央に固定する。 

14．演奏形態： 曲目及び伴奏楽器・編成等の演奏形態は、県大会、支部大会、全国大会を通して変更することはできない。 

15．審査及び表彰：（１）審査は新増沢方式で行う。 

（２）県大会出演の全団体を各部門、編成区分別に審査し、それぞれに対して金・銀・銅いずれかの賞を

与える。 

（３）全部門を通じて優秀な女声合唱の団体に福島賞を贈る。 

（４）小学校部門を除く各部門の優秀な団体を中国合唱コンクール(支部大会)に推薦する。県大会が中止

になった場合の推薦団体は、抽選によって決定する。 

16．審 査 員：   伊東恵司(合唱指揮者）片山謙二(合唱指揮者) 末廣正巳(声楽家) 澄川孝子(声楽家) 林 満理子(声楽家) 

17．中国合唱コンクール：＜日 程＞高等学校部門・大職一部門(大学ユース合唱の部)…９月１８日(土) 

中学校部門・大職一部門(室内合唱の部/混声合唱の部/同声合唱の部)…９月１９日(日) 

 ＜会 場＞ とりぎん文化会館 梨花ホール（鳥取市） 

18．参 加 料： 団体参加料 １０，０００円  

 個人参加料 小･中･高 参加人数×５００円   大･職･一 参加人数×１，０００円 

（参加人数＝出演人数＋指揮者＋伴奏者＋独唱者＋譜めくり）  

※著作権使用料の支払いが必要になった場合は、それぞれの演奏曲の使用料について各団で負担すること。 

19．参加申し込み：山口県合唱連盟ホームページ(http://www.c-able.ne.jp/~jcay/)から申込ページ(会員事務支援サービ

ス(繋))で申し込む。Webの申込画面上で参加申込書に必要事項を記入の上、印刷した申込書の申込責任者

欄に代表者(学校長)の押印をして、審査用の楽譜５部（コピー不可･支部大会では 6部）を添えて 7月 12

日(月)必着で下記に送付すること。 理由の如何を問わず、これ以降の受付・変更はしない。    

【申込ページは 7 月 1 日(木)から県連 HP に掲載、申込締切後 1 週間程度で出演時刻を掲載】  

大学ユース合唱の部は、生年月日を記入したメンバー表を県連 HPからダウンロードし、申込書に添付し

て提出すること。申込書の記入にあたっては『「自由曲」欄の記入について』をよく読んで記入すること。 

審査楽譜の表紙に団体名を明記し、演奏曲の最初のページには曲順がわかるよう付箋をつけて提出のこと。

コピー楽譜は著作権法により禁止されているので、絶版等でやむを得ない場合は理由書を添付して提出す

ること。曲の一部を編曲･省略して演奏する場合は著作権者の許可を得て、証明する書類を添付すること。 

<申し込み先> 山口県合唱連盟事務局 〒753-0056山口市湯田温泉 3-4-24(TEL＆FAX) 083-920-1766 

<団体参加料・個人参加料の納入> 郵便振替 口座番号 01320-0-60782 加入者名 山口県合唱連盟 

郵便振替で 7月 12日(月)までに納入のこと。なお、地震･台風などの災害、行政処置等の不可抗力によっ

て開催できない場合であっても参加料の返金はしない。主催者の都合、及び新型コロナウイルス感染症に

伴う理由で中止した場合に限り、係る経費以外を払い戻す。 

20．感染症対策：（１）感染症対策専任アドバイザー監修の下で実施。出演要項に示すガイドラインや当日の指示を遵守すること。 

出演者名簿の提出等必要な個人情報の提供に協力すること。 

      （２）演奏時を含めマスク着用厳守。2週間前から体調管理に留意し発熱等の症状がある場合は参加を自粛すること。 


