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みにゃ通信 VoH 5 発行:く討け(2020.7.21)

みにゃ(本名 :長 島実奈 /猫と小さな作品を作るのが大好きなソプラノ歌手)の活動を紹介する通信です。

ブログは 「みゃおイタリア」で検索♪

フェイスブック (Mina Nagashima)の 記事は、フェイスブックのお友達のみ公開しています。 凸

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

たくさんの応援とお祈りをありがとうございます。

そろそろ歌のレッスンの再開を考えていたら、7月 からまた新

型コロナウイルスの感染が拡大して、先が見えなくなってしま

いました。秋には皆さんとお会いできるでしょうか ?本 当に一

日も早く終息することを願っています。

今は、自宅でできることを中心に、なんとか元気に頑張ってい

ます。このような中でも、健康が守られ歌えることに本 当に感

謝しています。これからも希望を持って、活動を続けていきた

いと思います。今後とも応援をよろしくお願いいたします。

★音楽講座の再開

4か月ぶりに、光が丘の障害を持った方の音楽講座が再開し

ました。感染予防として、少人数で時間短縮し、サーキュレー

ターも使用しつつ会場のドアや窓も開けたまま開催。体温計

とフェイスシールドも持参。消毒や換気をしっかりしながら、椅

子は距離を持って配置。歌は少なめにし、楽器演奏や手遊

び歌中心に内容も工夫。ダンスも今回は息が上がらないよう

に、椅子に座ったまま、楽器を持って手を動かすスタイルにし

てみました。広い会場に、参加者とセンターの職員さんと私た

ちを合わせて7人。フェイスシールド&マスクつけると聴こえ方

も変わって、やっばり声を出しずらいです。それでも、久しぶり

1こ 対面での音楽活動ができて、とっても幸せ 1皆さんの表情

がどんどんほぐれていくのを見ながら、とってもあたたかい気

持ちになり、私 自身も癒されました。
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★ユーチューブ動画配信による演奏活動

演奏動画をいくつかユーチューブで公開しています。

5月 は、インマヌエル富士見台キリスト教会チャベルで、賛美

歌「主よ御手をのべたまえ」を撮影させていただきました。この

曲はもともとはヘンデルの「私を泣かせてください」というアリア

で、神様を賛美する歌詞がついています。響きのよい会場で、

主人のピアノ伴奏に乗って気持ちよく歌うことができました。

6月 は、自宅で「おうちで一人ミニコンサート」を収録。久しぶり

のドレスは明るい黄緑色。自分で弾いてキーボードに録音し

た伴奏に合わせて、「オズの魔法使い」虹の彼方に、蘇州夜

曲、アメイジンググレイス、ウィーンわが夢の街～と、大好きな

歌を4曲 ほど演奏。声楽でカラオケ伴奏に合わせて歌うのは

初めて。慣れるまで、タイミングを合わせるのが難しかったで

すが、ピアノの上のぬいぐるみたちの応援に励まされて、15

分ほどのコンサートを行うことができました。

7月 は弾き語りをアップ、8月 はサウンドオブミュージックを歌う

予定です。動画 URLは、ブログ「みゃおイタリア」で随時お知

らせしています。お楽しみに～ ♪

★歌のオンラインレッスン

それぞれのご自宅で楽しく練習できるように、ユーチューブ限

定公開の動画配信でグループレッスンを行っています。
「カンツォーネくらぶ」、叙情歌の「歌の実くらぶ」など。

利用してくださる方からは、「久しぶりにピアノ伴奏で大きな声

で歌えてよかった !」「先生に会えて嬉しい♪」「いつものお教

室レッスンみたいで楽しい !」 と好評です。

合唱「こ―ろみ―な」も、動画配信で、6月 は音楽稽古、7月

は事前に演出ノートをお送りして演出をつけました。今回のメ

ンバーは5名 。皆さんで集まれない中、なんとか本番に向けて

練習していたのですが、コロナの影響で 9/14の発表会は中

止になってしまいました。密接にならないような動きにしたり、

いろいろ工夫して準備していたので、本当に残念です☆

終息後にぜひ発表の機会を作りたいと思います。

個人レッスンは、動画のやりとり、LINEビデオ通話によるオン

ラインレッスンなど、少しずつ行っています。

いろいろ試行錯誤しながらトライしていますが、スマホやパソ

コンが上手く利用できなかったり、通信環境が整わなかったり、

ご自宅で大きな声が出せない方もいらっしゃると思います。

皆さんが歌えるように、気候が良い時期になったら、公園で歌

うような機会も作れたらいいなあと考え中です。
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気分転換に、思い切ってンヨ

ートカットにしました☆

長年美容院に行かずに自分

でカットしています。ここまで

短くしたのは20年ぶりくら

い。ヘアカラーで髪の色も少

し明るくして、だいぶ軽くなっ

た感じ♪

演奏コーナーでは、私 はキー

ボード弾き語 りで「ララルー」、

主人はギター弾き語 りで「バラ

が咲いた」を披露～ ♪



★ CDの制作

4月 から7月 にかけて、5枚の CDを作成しました。

オリジナル CD「ひつじの子守歌」(創作絵本の朗読やインスト

ゥルメンタル含めて)12曲 、イタリアンポップスを中心としたカン

ツォーネ CD(1,2,3)38曲 、ノスタルジックなクラシックの名曲を

集めた声楽の CD「心に寄り添う郷愁の歌」15曲。

自分で弾きやすいアレンジの伴奏をキーボードに録音して、

それに合わせて歌う形で、全部で 65曲ほど録音。すべて自

宅での手作りCDですが、作品や歌声を記録するいいきっか

けになりました。また、イタリアンポップスは、レパートリーが増

えただけでなく、録音しやすい声を模索しながら、自分の中に

あるいろんな声質や歌い方を発見できておもしろかったです。

この経験を今後の活動に生かしていきたいと思います。

★作品の紹介

今までの作品の中から、創作童話の一つをご紹介します。

コンサートでは、大型絵本つきで、テーマ曲を交えて朗読して

います。ぜひ声に出して朗読してお楽しみくださいませ ♪

「さ っち ゃんのカーテ ン」

さっちゃんは小学校二年生。緑の屋根の小さなおうちに、お

父さんとお母さんと猫のニャン太と一緒に住んでいます。

さっちゃんの部屋の窓には、かわいいひつじのカーテンが

かかっています。さっちゃんが小学校に上がって、自分の部

屋ができた時、お母さんが買ってくれました。さっちゃんは、ビ

ンク色に白いひつじがたくさんついてるこのカーテンが大好き

です。

夜、さっちゃんはいつものように歯を磨くと、お父さんとお母

さんに言いました。
「おやすみなさい。」
「おやすみ。」とお父さん。
「おやすみ、さっちゃん。」とお母さん。

さっちゃんはパジャマに着替えて、ニャン太と一緒にベッド

に入́りました。

「ねえ、ニャン太。今 日はひつじさんいくつまで数えられるか

なあ ? 昨 日はさんじゅうごまで覚えているんだけど……。」
「ミャア」

「うふふ。ニャン太にはわからないよね。おやすみさい、ニャン

太。」

「ミャア」

さっちゃんはカーテンのひつじを数えはじめました。
「い―ち、に―、さ―ん、し―、ご― ・……」
「……さんじゅうしち、さんじゅうはち」
「さんじゅ……。ううん……。」

さっちゃんは眠ってしまいました。

「あ―あ。さっちゃん眠っちゃった。……。でも、昨日よりたくさん

数えられたね。よかったね、さっちゃん。」

ニャン太はさっちゃんの顔をのぞきこみました。
「ぼくはお兄さんだから、もっと数えられるよ。よおし !」

ニャン太もひつじを数えはじめました。

「い―ち、に―、さ―ん、し―、ご―、ろ―く・……」

「……ごじゅういち、ごじゅうに」
「ごじゅうさん……。ふにゃ……。」

ニャン太も眠ってしまいました。

「あ―あ。眠っちゃった。どうしてさっちゃんもニャン太も、さい

ごまで数えてくれないんだろう?」

カーテンのひつじたちは、今 日も自分たちで数えなければ

なりません。
「お―い、いいかい。一ばん前から順番に数を言うんだよ !」

「わかりました !」

「いち、に、さん、し」

ひつじたちは、自分の番になったらきびきびと答えます。
「ご、ろく、しち、はち」
「きゅうじゅうきゅう、こヽゃく |」

「よかった、今 日も迷子になったものはいないな。では、おや

すみなさい。」
「おやすみなさい !」

ひつじたちは安心して眠りました。

そうっとドアが開きました。
「さっちゃんもニャン太も、どんな夢を見ているのかしら?」

お母さんが微笑みながら、明かりを消しました。
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・ 1応援してわ ′

CDや動画レッスンのお申込みをお待ちしています。

カンパも大歓迎です☆

皆さまと元気に再会できる日を′L暫寺ちにしています !

長島実奈

〒176… 0021東 京都練馬区貫井 4-10-21

Te1 03-5241-1237  E― メーメレ artnoah@yahoo.cojp

スマホ 080-4003-1237 miaoita‖ a@softbank.ne」 p
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.:轟l心に寄り添う郷愁の歌
長島実奈 CDのご案内

ノスタルジックなクラシックの名曲を集めた声楽のCDです。
柔らかなソプラノの声をお楽しみください |

ソプラノ :長島実奈、キーボード伴奏
2020年 6月 自宅にて録音

カロミオベン、 ニーナ、 愛の喜び、宵待草、お菓子と娘

雨降りお月さん、出船、ペチカ、砂山、初恋、希望のささやき、埴生の宿

天使の糧、アヴェマリア、マリアの子守歌  (全 15曲 )
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‐::憑::'.ひ つじの子守歌
絵本のように大人の方も優しい気持ちになれる、長島実奈のオリジナルソングのアルバムです。

オリジ十′LC'も好評発売中 ′

～ カンツォーネ CDのご案内 ～
生徒さんからご要望があり、二人でカンツォーネ (イ タリア語)の CDを制作しました。

非売品ですが、ご興味のある方にお分けしています。下記の4種類あります。

ぜひ練習の参考や BGMと してお使い<ださいませ !

mlna'CanZOne:(実奈①)  全12曲
夢見る想い、花のささやき、ロマンティカ、ほほ|こかかる涙、心遥かに、雨、ゴッドファーザー

涙のさだめ、生命をかけて、この胸のときめきを、アリヴェデルチ・□―マ、ビノキオヘの手紙

(歌 :長島実奈、キーボード伴奏)

mlna'CanZOne!:(実 奈②)  全13曲
花咲く丘に涙して、愛の花咲<とき、ジェルソミーす、イル・モンド、待ちましょう

月影のすポリ、すポリは恋人、ニュー・シネマ・パラダイス、ラ・ノヴィア、砂に消えた涙

愛は限りな<、 ヴォラーレ、幸せがいっぱい (歌 :長島実奈、キーボード伴奏)
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Jun Nagashima canzoni  全11曲
モア、アモーレ・スクーザミ、コメプリマ、砂に消えた涙、去りゆ<今
チヤオ・チャオ・バンピーノ、ギターよ静かに、アルディラ、マリウ愛の言葉を

ケサラ、君に涙と微笑みを (ギター弾き語り :長島 潤)

mina9CanZOne‖ !(実奈③)  全13曲
3株日も完成 ′

コメ・プリマ、アモーレ・スクーザミ、カーザ・ビアンカ、黒猫のタンゴ、アル・ディ・ラ

愛の詩、逢びき、ロミオとジュリエット、去りゆく今、タイム・トゥ・セイ・グッバイ

ケ・サラ、この愛に生きて、青空に住もう (歌 :長島実奈、キーボード伴奏)
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☆どの CDも 1枚 2000円 (+送料)です。 (mlnaOcan20neは +500円でカラオケつき)

ご予約の時に、お名前・ご住所 。ご希望の CDと枚数 をお知らせ<ださい。
こちらから、送料を含わせた代金と振込先をお知らせします。

お支払方法は、銀行振込または普通郵便など。ご入金確認後、CDを郵送いたします。

ご予約は、長島実奈まで

Te1 03-5241-1237 E― メール artnOah@yahoo.cojp スマホ 080-4003-1237 miaoita‖ a@sOibank.nejp
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お申込み&お問合わせは長島まで
丁e103-5241-1237  E― メール artnoah@yahoo.00.jp
長島実奈スマホ 080-4003-1237(シ ョー トメール可)

長島 潤スマホ 090-1732-7551(シ ョー トメール可)

動画じッスンのご案内

ご希望の方に、ユーチュープの動画 (限定公開)の配信を行います。
限定公開は∪RLをお知らせした方だけが見ることができます。

それぞれ 1回 2,○○○円です。お好きなクラスと回をお選び<ださい。
レッスン代のお支払いは、銀行振込、普通郵便 (封筒の外からお金が見えないように)など。

入金確認後に、動画の∪RLをお知らせいたします。
ぜひご自宅での練習にご活用<ださい !

わからないことや個人レッスンの詳細は、お気軽にお問い合わせ<ださいませ。
どうぞよろし<お願いいたします。

miaoital ia@softbank. ne. jp
jun-noah@t. vodafone. ne. jp

☆歌の実くらぶ ・・・ 指導 :長島実奈
懐かしい叙情歌を歌いましょう !  歌ぃ方ワンポイント&練習用伴奏 ・…5曲
。第 1回…バラが咲いた、花の街、 ドレミの歌、浜干鳥、今日の日はさようなら
。第2回…みかんの花咲<丘、あめふり、遠<へいきたい、四季の歌、翼を<ださい
。第 3回…夏の思い出、浜辺の歌、かもめの水兵さん、夜明けの歌、上を自いて歩こう。第4回…この道、おお牧場はみどり、ともしび、サンタルチア、見上げてごらん夜の星を

☆カンツォーネくらぶ (ィタ :Iァ語)・・・ 指導 :長島実奈
今までイタリア語で歌ってきたヵンツォーネの復習をして、レパー トリーを増やしましょう !

歌詞のリズム読み、歌い方ワンポイント、練習用伴奏 ・…3曲
∫イ・第 1回…花咲<丘に涙して、ラ・スパニヨーラ、オーソレミオ
針:。 第 2回…雨、コメプリマ、マンマ
・ 。第3回…アルディラ、夢見る想い、フニクリフニクラ
3月 ・第4回…砂に消えた涙、ヴォラーレ、静けさに歌う

☆カンツォーネくらぶ (日本語) ・・・ 指導 :長島実奈
今まで日本語で歌ってきたヵンツォーネの復習をして、レパー トリーを増やしましょう !

歌い方ワンポイント、練習用伴奏 ・…3曲
。第 1回…花咲<丘に涙して、ラ・スパニヨーラ、オーソレミオ
・第2回…雨、コメプリマ、ゴンドリゴンドラ

☆長島 潤の「カンツォーネレッスン ライ7う :′ ―」 ・・・ 指導 :長島 潤
カンツォーネの発音練習、歌い方のアドバイスなど、レッスンの内容を凝縮した動画です。
1回につき 1曲、随時配信していきます。
・第 1回…マリウ愛の言葉を
。第2回…忘れな革
。第3回…帰れソレントヘ
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