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はい、うれしいことに、それがあるのです！ 
声帯医学の第一人者と言われる米山文明先生が書いて

おられます。先⽣は、東⼤医学部で⽿⿐咽喉科と発声⾔

語医学を専攻され、今から 50 年前に東京渋⾕に診療所
を開設し、主として臨床⾳声学の⽴場から診療と研究に

従事されました。東京芸大をはじめ多くの音大でも教えられ、

声楽家、俳優、アナウンサーなど第一線の声の専門家たち

の治療と声のコンサルテイングにも携われました。来⽇した

海外の有名な⾳楽家も診療をされたそうです。例えば、マ

イケル・ジャクソンや、ドイツのソプラノ歌手エリザベート・シュ

ワルツコップ他です。 
さて、この米山先生は「Voice 博士」とも呼ばれていますが、

1977 年にそのものズバリ「声が良くなる本」を出版されてい
ます。ただこの本は、すでに絶版になっており、「聴いてもらい

隊」の指導者平野先生からお借りした本で読んだのですが、

簡単にその要点と面白そうなところをまとめてみました。 
 
１． 発声のメカニズム 
 俗に言う「のどぼとけ」に手を当て“ハー”と息を出してみ

る。次に、“アー”と大きな声を出してみる。息の時には

振動しないのに、声を出した時には振動が感じられる。

これが声帯の振動。声帯は、この「のどぼとけ」のやや下

を基点に左右１本ずつが頚椎の方に向ってほぼ水平

にあり、呼吸時にはＶ字形に開き、発声時にはこの左

右声帯が閉じたところへ、下からの呼気が当たって振動

を起こし、呼気流が⾳を作る。破れた障⼦の⼩⽳に隙

間風が吹き込む時にヒューと音が出るのと似ています。 
 
２． 響きのよい音は、共鳴のさせ方次第。 
 私たちは、無味乾燥な咽喉原⾳（気流⾳）をいろい

ろ工夫して人様に聞いていただける声にしている。声帯

から出て来たこの気流⾳は、⿐道（⿐に抜ける道）と

口に抜ける声道との二つの道を通って声になります。声

を加⼯するのは、⿐腔、副⿐腔、咽頭、⼝腔などの共

鳴腔と呼ばれる部分と、舌、唇、軟口蓋を含めた構音

器官（⾔葉を作る器官）とです。共鳴腔は、空洞で

空気が入っています。声帯から出た声が、ここで共鳴し

て音が拡大されるので、ギターやバイオリンの音が、胴の

部分で拡⼤されるのと同じ理屈です。声にふくらみや響

きをつけるには、のどを共鳴しやすい姿勢にすること、例

えば、あくびをする時ののどの姿勢です。くわえタバコ、も

のを⾷べながらの発声が、電話で聞いただけですぐ⾒抜

けるのは、やはり口の中の形、舌などの構音器官の問

題です. 
 
３． 声帯の⻑さは、⾝⻑に⽐例する。 
 日本人の成⼈の声帯の⻑さは、男子で 17〜20ｍｍ、

⼥⼦で 12.5〜17ｍｍというデータがあります。声帯の

⻑さは、体重とは無関係ですが、⼀般に⾝⻑と⽐例し

て⻑くなる。 
 声帯の⻑い⼈は、低い⾳から⾼い⾳まで出るのは当然

ですが、逆に声帯の短い人は、高い音を出すのには有

利ですが、低い⾳を訓練によって出しうる可能性は非

常に少ない。テレビなどで⾒るコーラスグループで低い⾳

を出している⼈は、⼤抵⻑⾝の⼈だとお気づきでしょう。 

♯ 「声が良くなる本」って 
    あるの？♭ 

     会⻑ 松浦 功 
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４． 声のよしあしは、生まれつきか? 
―声は遺伝的要素より後天的要素が強い。 
―顔かたちと声とは、深い関係がある。 
 顔かたちが似る、つまり共鳴腔が似ているのですから、

声も似てくる。あごが張った人は比較的いい声を出し

ます。例えば、五⼗嵐喜芳、菅原洋⼀、 五木ひろ

し、ダークダックスのゲタさん、ゾウさん。 
―産声の⾳の⾼さは、万国共通。へその緒を切られ、

始めて空気中に出た時に出す第一声が産声です。

ピアノ中央鍵盤のドより右へ５つラ（Ａ）の高さで、

男⼥別も洋の東⻄も問いません。同じです。 
 
 
 
 
 
 

５． 声を守る声帯医学 
―満腹状態だと、声のコントロールがきかない。 
―⼩⾖や⿊⾖は、のど薬。 
―コーヒーや紅茶は、声の疲れを取る。 
―歌の練習は、⼀⽇２〜３時間が限度。 
―急な温度変化は、声に禁物。部屋の乾燥も声帯を 
  痛める。 

６． あなたの声を良くする⽅法 
 第１に、声の魅⼒を引き出すためのボイス・トレーニング

として、① 発声器官の訓練と② 全⾝の鍛錬を⾏う。 
 第２に、美しい発音をつくるマウス・トレーニング。 
 第３に、豊かな声の表情をつくるフェイス・トレーニングを

具体的かつ詳細に書いておられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米山先生は、1925 年に静岡に⽣まれ、残念ながら今年

の３月に 90 歳で亡くなられました。先生は、日本声楽発

声学会の理事⻑他多くの役員をし、声で悩んでいる多くの

⼈を助け、また⽴派な声楽家を育てられました。ご冥福を

お祈りします。 

 
 

 
 
 
 【日時】 2016年 1 月 10 日（日）午後 4 時 
 【場所】 Aratani Theatre, Little Tokyo 
   244 S. San Pedro St., Los Angeles, CA 
 【出演】 指揮： Jeffrey Bernstein 
    独唱： 交渉中 
    オーケストラ：L.A. Daiku Orchestra 
  合唱： L.A.Daiku、Pasadena Master Chorale 
    全日本「第九を歌う会」連合会メンバー 
    一般参加（募集中） 
 
 【問い合わせ】棚野 
LADaiku@aol.com 又は Tanachin99@aol.com 

 

 

 

 

 

 

【募集要項】 

 ●合唱申し込み締め切り 
   ローカル：2015年 10 月 31 日 
  日本・遠隔地：2015年 11 月 30 日 
 ●登録・参加費 ＄50.00（チケット 2枚付き） 
 ●参加資格 
 ・第九演奏の経験があり、ご自分のパートが歌える。 
 ・指定のリハーサルに参加できる。 
   ローカル：11月から毎週火曜日（可能な限り） 
     １月９日（土） 
  日本または遠隔地：１月９日（土） 
 ・指定の舞台⾐装と⿊のバインダーを⾃前で⽤意できる⽅。 
 （詳細はお問い合わせください。） 

 

L.A. Daiku 2016 年 第 5 回新年第九演奏会案内 

一般参加者募集中！ 

2017年夏には、Walt Disney Concert Hall での第九演奏会も予定されておりますので、そのための準備の機会とも

なります。この 2016年の新年第九演奏会に振るってご参加ください。

"声は恋も左右する" 

美しい発音の

基礎は 

"アイウエオ" 

鏡に向かってオーバー

なぐらいにやろう 
"下あごのトレーニング”

"唇のトレーニング" 
"顔のトレーニング" 
"口の中のトレーニング"
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2015 年夏、韓国タプコル公園。 

ジョンの⺟⽅の曽祖⽗、孫 秉熙

（ソン・ビョンヒ）の銅像の前で。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   来るもの拒まず、流れに逆らわ 

   ず、ありのままに素直に受け入

れ楽しく⽣きて⾏きたいと思います。今まで流れに沿って来

たんですね。これからもこのままで良い。幸せです。 
 
 

 

結婚のために 1996 年

に渡米。夫ジョン（日

系 3世）、⻑男、夫の

両親、夫の妹、おばと

同じ家に住んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
音楽の教育は受けていないけれど、小さい時
から音楽が私の周りにあふれていました。 
父は、男ばかり 6 人兄弟で、神⼾の⼆宮神社の⻑男。し
かし家を飛び出し、叔父が継いでいるのですが、親戚が集
まったら叔父たちはみんなカントリーウエスタンを歌うんです。
それと讃美歌。男６人でハモるのが好きで、きれいにハモれ
た時はうれしいみたいですね。私たちもそれを聞いて大きくな
っているから、私たちも一緒にハモります。神社のお祭りの後
はみんな集まって直会（なおらい）を
するんですけれど、最後は賛美歌で
終わる、未だにそうです。音楽がみん
な好きなんですよね。 
 
 

 
家の中にはカントリーウエスタンが常に流れていましたから、

英語をいつも聞いていましたし、父が国際交流の仕事をし

ていたので、我家でホームステイを受け入れる機会がありま

して、小さい時から、英語がわからないなりにも辞書を持っ

て英語を話すことはしていましたね。 
 

留学 

高校卒業した 1984 年に、「すぐに⼤学や短⼤へ⾏かなく
ても、何処か違う所へ⾏ってもいいんじゃないか？」と⽗に

勧められ、丸 1年、オーストラリア、メルボルンの⽗の知り合
いの所へホームステイし、La Trove University へ語学留
学しました。海外も⾶⾏機も初めての経験でした。 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 25 回 突撃インタビュー 
 

～あるがままに生きて 

⽣まれも育ちも⻄宮市。 
星座：おひつじ座 
血液型：AB 型 
 
 

 
2015 年 8 月 12 日 

 
2001 年、息⼦（レン）と 

初めてのクリスマス。 

2014 年 7 月 20 日。同志社大学のチャペルにて。 

家族がコンサートに来てくれました。 

 〜⽣き⽅〜 

 〜家族〜 

 〜いつも⾳楽があふれていて〜 

 〜いつも英語のある環境で〜 

  
オーストラリアのホストファミリーと。語学学校の先生とクラスメートと。 

私は楽しい人生にしようといつも思っています。 

私はアメリカが好き、ここが好きです。 

ここにずっと住みたいと思っています。

（SF フォレスト・クワイア所属）
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1986 年「国際⻘年の村」19 歳。

 
 環太平洋⻘少年交流事業。      その時のインドネシアからの参加者たちと。 

ジョンと出会った頃。1995 年の夏。 

 
 

父は、森ノ宮にあった財団法人大阪府⻘少年活動協会

に勤めていて、国際交流の仕事をしていたんですね。⽗の

勧めで、私も国際交流の仕事に関わることができました。 
 

「国際⻘年の村」 

留学から帰って来て、⼤

学の受験勉強している

時に、総務省主催の

「国際⻘年の村」という

のに⾏ってみないかと⽗

に言われて、暇やし、参

加しました。1986 年。

いろんな国の⻘

年が⼤阪に集

結して、いろん

な所にキャンプ

に⾏ったり交流

に⾏ったりします。

ちょうど天神祭り

の時でした。 

 

「環太平洋⻘少年交流事業」でコーディネーター 

⼤阪府の外郭団体が「環太平洋⻘少年交流事業」という、

オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、タイ、ブルネ

イあたりの⻘少年と交流するというプログラムを毎

年やっていました。⼤阪に 2 週間来ていただいて、

大阪府庁、大阪市庁、万博協会等を表敬訪

問したり、大阪の観光や、いろいろな大阪の活

動を⾒ていただいたりして、ホームステイもして、

交流のためにキャンプもして、という、2 週間のプ

ログラムです。それの、コーディネーターをしていま

した。ホテルを辞めた後、⾞の免許を取ったり、

家でゆっくりしている時に、これも父に勧められ、

アメリカに来る前は、そこで仕事をしていました。 
 

 
 
「 環 太 平 洋

⻘少年交流

事業」のお手

伝いをするよ

うになってから

何年かして、

最後にやって

来たのが、私

の主人、ジョ

ン山崎。1995年 8⽉、⼤震災のあった年に、サンフランシ

スコからの参加者としてやって来ました。そこで出会います。 

このときの参加国は今までの中で一番多くて 9 か国で、各

国から 6、7 人来ていました。 

私は、オーストラリアに留学したことがあったので、オーストラ

リアを担当したのですが、結構大変だった。その時に「てこず

っているようやけど大丈夫か？」って、声をかけてくれて、『こ

の⼈、周りをよく⾒ている人だなあ。』と思って、それがすごく

好印象だったんです。仲良くはなったんですけれど、友達の

ままで、2週間のプログラムが終わって帰って⾏きました。 

当時、メールはなかった時代です。帰った後電話が時々か

かってきて、手紙が、ずうっと 2 通 3 通と毎日届いた。お互

いにテープに声を入れて送ったりもしました。バレンタインデー

には手作りのクッキーが届きました。私は送ってないですよ。

そんなんで、良い⼈だなあ、ああもう、この⼈だ、と思って。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1996年、10月にアメリカに来て、

12 月 15 日に、ジョンの教会で

結婚式を挙げましました。 

ジョンのお父さんに会った時、お

父さんは一生懸命私に日本語

で話しかけてくれたのですが、ジョ

ンは、その時初めてお父さんの日

本語を聞いて、「お父さん日本語

話せるんや。」と思ったそうです。 

 〜国際交流事業への参加〜  〜ジョンとの出会い〜 
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短大卒業式

1992 年 8 月、ホテルにて 

ホテルの友人たちと 

 

 

▶⼩学校５、６年の時、学校でコーラスをする。 

▶小・中学校の時「⽣まれ変わるなら江⼾時代の町娘に

なりたい！」と思っていた。 

▶中学校では、水泳部に属す。クロールの選手。 

  この頃は体育の先生になりたいと思っていた。 

▶県⽴⻄宮北⾼校⼊学。 

  ハンドボール部、ゴールキーパーで活躍。 

  県で 2位まで⾏きました。 

▶1984年、⾼校卒業後、オーストラリア（メルボルン）に

1年間語学留学。 

▶帰国後、大学受験

勉強中に、「⻘年の村」

に参加。 

▶関⻄外国語短期⼤

学、米英語学科入学。

修了。 

▶1988 年、新神⼾オ

リエンタルホテ

ルに就職。フ

ロントで1992

年まで 4年間

勤務。 

 

 

 

 

 

 

中学校の英

語教師の道

もありましたが

サービス業の

ほうが向いて

いると思いま

した。 

▶「環太平洋⻘少年交流事業」のコーディネーターを務める。 

▶1995年夏、ジョンと出会う。 

▶1996年、1０月、渡米。結婚。 

▶SF YMCA で国際交流の仕事に携わる。 

▶Kiku Imports で 4年ほど働く。 

▶2001年〜⼦育て。 

▶現在は⻭医者さんで受付をしています。 

 

 

「歌好き？」、「カラオケだったら大好き」、「カラオケでもいい
や、歌好きだったらちょっと⾒に来てよ！」と、るみさんに誘わ

れて、SFFC の練習を⾒に⾏ったのが始まり。星野富弘さん
の『花に寄せて』という、難しい歌を歌っていたんですよ。子
育てだけしていた時で、自分のためのことをできたというのはう
れしかったですね。ジョンも協⼒的だったし。今は、SFFC が
一番優先順位が高い。主人たちの間では「被害者の会」を
作ろうかというぐらいだから、私にとってはコーラスが生き甲斐

です。るり子さんという方に出会えたのもうれしかった。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

去年はさくら祭りの阿波っ⼦連の阿波踊りに出ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからは、いろいろな⽇本⼈の⽅たちとも関わって⾏きた

いと思います。 

 〜ここで略歴を〜  〜SFFC との出会い〜 

 〜最近始めたこと〜 

2014 年の

桜祭り。阿

波っ子連。 

前列ピンク

の着物はみ

んな SFFC

です。牧子

さんだけ一

番後ろの太

鼓役。 

2015 年の桜祭りで、河内⾳頭のお囃⼦。 

今年は歌謡

パレードショ

ウの河内音

頭のお囃子

として出まし

た。 
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ホテルの友人とスキー（北海道トマム） 

 
 
スキー 
読書 
夏はキャンプにも⾏きま

す。 

カラオケ大好きです。 

 

 

 

 

江⼾時代の話がすごく好きですね。 

宮部みゆきが好きですが、現代物より時代物が好き。 

高田郁（かおる）の『みをつくし料理帳シリーズ』。お料理

を通じての話なんですけれど、それも江⼾時代の話。 

本は結構よく読みますけれど、同じ本を全部わかっているの

に何回も何回も読む癖があります。お風呂でぬるいお湯に

バスソルト入れて、バスタブに浸かりながら読むのが好きで、

膨れてよれよれ、読みすぎてボロボロ。 

 

 

父の実家は神社なの 

ですが、⺟がお寺の御 

朱印を集めていました 

ので、私たちはお寺参 

りが好きで、休みになる 

とお寺ばかり⾏っていま 

した。 

夏休みもお寺に⾏って、 

楽しかったですね。 

 

 
 
 

⽗と⺟が、私の性格を読んで導いてくれたのか、両親が示

してくれるところにあんまりこだわらずに、うまく乗っていい経験

をさせてもらいました。感謝しています。 

これからも流れに逆らわず、素直に受け⼊れて、ありのまま

に⽣きて⾏きたいと思います。 

 

 

 
 
  
【日時】 2015年 10 月 3 日（土）午前 11 時半~ 
【場所】 Wesley United Methodist Church 
  566 N 5th St, San Jose, CA 95112 
【出演】 コーラルコスモが出演します。 
 
 
 
 
 
【日時】 2015年 10 月 10 日（土）午後 6 時 
【場所】 California Golf Club of San Francisco 
 Club House 
 844 West Orange Ave, S. San Francisco, 
 CA 94080 
【チケット】Dinner Ticket $50 RSVP 
 Requested Business Casual Attire 
 Gentlemen: Jacket is required 
 Blue Jeans, Denims are not permitted 
【連絡先】Masahito (Masa) Kagawa 
 mkagawa@hotmail.com 
 (408)858-4438 

 
 
 
 
【日時】 2015年 10 月 25 日（日）午後 2時半〜 
【場所】 Lost Gatos High School Auditorium 
 20 High Schools Ct., Los Gatos 
【出演】 TCP が Guest Performer として出演します。 
 
 
 
 
 
 
【日時】 2015年 11 月 1 日（日）午後 4 時 
【場所】 College of San Mateo 
 1700 W. Hillsdale Blvd., San Mateo 
【合同曲ゲスト指揮者】 
 ラグナー・ボーリン（サンフランシスコ交響楽団 
   合唱団コーラスディレクター） 
【ゲスト合唱団】 
 Bay Area Showcase Chorus 
 Bo-Ai Chorus（博愛合唱團） 
 Jimmy & Friends       その他 

 〜趣味〜 

  

高校生の私。父の実家、二宮神社にて巫

⼥さんに。姉、いとこ、叔⽗（宮司）と。 

 〜愛読書〜 

サンノゼ秋祭り 
@Wesley United Methodist Church 

コラール・メイ 20 周年 アンサンブル四季 10 周年

合同ディナーコンサート 

The Choral Project 
Los Gatos Concert Association

北カリフォルニア⽇本合唱連盟 
International Choral Festival 

2015 

・・・・・●    関連団体コンサート案内    ●・・・・・ 
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2015 年 11 月 1 日（日）午後 4 時 

サンマテオ・カレッジにて 

 

 

 

合唱際まであと一ヶ月となりました。今回参加予定の外部

団体を紹介します。これを機会に他の団体との交流が深

まることを願っています！ 

【Bay Area Showcase Chorus】 
Bay Area Showcase Chorus は 1956年に設⽴された
バーバーショップスタイルのユニークな⼥声アカペラグループ

で Sweet Adelines International という団体に所属して

います。⼥性だけで総勢およそ 100 名ですが今回は 70 名

ほどが参加し、テナー、リード、バリトン、バスの４声で歌い

ます。きらきら輝くそして胸が高鳴るようなハーモニーで歌い

踊り、Bay Area の聴衆を楽しませてきました。10 月 6ー

10 日にはラスベガスでのコンペティションに出る予定です。 
【Bo-Ai Chorus】 
Bo-Ai Chorus（博愛合唱團）は 1991年に歌の⼤好き
な人達が集まってつくられた台湾系の混声合唱グループで、

毎週土曜日に Cupertino の Union Church で練習してい

ます。およそ 40 名が参加、指揮者は Bor-Jen Lin です。 

【Jimmy Kansau】 
ベネズエラ出身のテナー歌手、ジミー・カンサウさんがマル秘

（！？）のアンサンブルを組んで南⽶の曲を披露する予

定です。ジミーさんはコラールメイの練習にボイスコーチとし

て来てくれたことがありますので、覚えている方も多いと思い

ます。ジミーさんはサンフランシスコボーイズコーラスのボイス

コーチを経て、現在コンサバトリーオブミュージックで教鞭をと

り、サンフランシスコ交響楽団合唱団、サンフランシスコオペ

ラなどで活躍中です。多忙のジミーさんですが、ガーデニン

グと料理が趣味だそうです。 
 
 

♥ 編集後記 ♥ 
Bay Area Showcase Chorus さんが"Barbershop"スタ
イルのコーラスをされるという。始めて聞く⾔葉だったので、特別

な歌い方があるのだろうか？と、早速 youtubeで聴きいてみる。
しっかりとハモり、表情豊かな、アメリカを思わせる歌がそこには

あった。しかし、きれいにハモればいい、というものではないらし

い。"ピッチや和音を正確に"は基本中の基本。 
アカペラで、テナー（高音部担当）、リード（メロディー担

当）、ベース（Bass。低音部担当。和音の土台である根音
を超重低音で鳴らす。）、バリトン（和音の隙間担当。ある

時はテナーよりも高く、ある時はベースよりも低く、縦横無尽

に。）の 4部構成。7th コードをふんだんに聴かせ、自然に無
理なくハモらせ、曲にあった振りを付け、英語で、歌詞の意味

がわかるように、聴衆を本当に楽しませるように、心から歌う。 

バーバーショップスタイルの正しい歌い方やこだわりが下のサイトに明

解にまとめられており、参考にさせていただきました。 
http://lockers.gonna.jp/aboutbbs.html 
秋になって、物思いに耽ることが多くなる編集者ですが、次号

第 38号（12月 1 ⽇発⾏予定）に向かってもう動き出して
います！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

いよいよ！International Choral Festival 11 月 1 日開催 
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