
神戸松蔭女子学院大学神

神戸松蔭女子学院大学
文学部 英語学科

対象：15歳～ 18歳の高校生（男女は問わない）
日時：2018年8月26日（日）午後2:00～　　場所：神戸松蔭女子学院大学 チャペル

Sing a New Song!

英

歌 コンテスト唱

語 による 主催



主催　神戸松蔭女子学院大学 文学部 英語学科主催　神戸松蔭女子学院大学 文学部 英語学科

英語英語によるによる歌唱コンテスト歌唱コンテスト

Sing a New Song!Sing a New Song!
神戸松蔭女子学院大学では、開校以来、ファッショナブルな生活スタイルに満ちた国際都市“神戸”で、神戸松蔭女子学院大学では、開校以来、ファッショナブルな生活スタイルに満ちた国際都市“神戸”で、
125年にわたり、キリスト教の愛の精神に基づく教育を行ってきました。125年にわたり、キリスト教の愛の精神に基づく教育を行ってきました。
特に英語教育に力を注いでおり、豊かな教育に裏打ちされた国際性を備えるとともに、特に英語教育に力を注いでおり、豊かな教育に裏打ちされた国際性を備えるとともに、
創造性を発揮して、今の時代を個性豊かに生きることができる女性を育んでいます。創造性を発揮して、今の時代を個性豊かに生きることができる女性を育んでいます。
「英語の松蔭」これが本学の誇る伝統のスクールイメージでもあります。「英語の松蔭」これが本学の誇る伝統のスクールイメージでもあります。
英語の持つ美しさ・楽しさ、そして英米文化の豊かさを広く高校生のみなさんにも感じてもらうため、英語の持つ美しさ・楽しさ、そして英米文化の豊かさを広く高校生のみなさんにも感じてもらうため、
「英語による歌唱コンテスト“Sing a New Song!”」を開催します。「英語による歌唱コンテスト“Sing a New Song!”」を開催します。
課題曲である“Morning Has Broken”と、あなたが好きな英語の歌を、心を込めて歌いあげてください。課題曲である“Morning Has Broken”と、あなたが好きな英語の歌を、心を込めて歌いあげてください。
古くから外国の文化を取り入れ、今でも常に最先端の文化・文明を諸外国と共に築き上げているこの神戸の地で、古くから外国の文化を取り入れ、今でも常に最先端の文化・文明を諸外国と共に築き上げているこの神戸の地で、
みなさんといつまでも新しい歌を歌い続けたい、そんな思いをみなさんと分かち合えることを心から願っています。みなさんといつまでも新しい歌を歌い続けたい、そんな思いをみなさんと分かち合えることを心から願っています。

コンテストのタイトル“コンテストのタイトル“Sing a New Song!Sing a New Song!”について”について
旧約聖書の詩編第98編の冒頭のことば「新しい歌を主に向かって歌え」の英語訳で旧約聖書の詩編第98編の冒頭のことば「新しい歌を主に向かって歌え」の英語訳で
ある“Sing a new song! to the Lord”から採りました。この詩編が謳っているように、ある“Sing a new song! to the Lord”から採りました。この詩編が謳っているように、
大学で学んでいる学生やこれから大学を目指す高校生という若い人たちと共に、大学で学んでいる学生やこれから大学を目指す高校生という若い人たちと共に、
いつも新しい心で未来に一歩踏み出していきたい、そんな願いを込めたタイトルです。いつも新しい心で未来に一歩踏み出していきたい、そんな願いを込めたタイトルです。

応 募 要 領

日 時： 2018年8月26日（日）午後2時～

場 所： 神戸松蔭女子学院大学　チャペル

対 象： 15歳～18歳の高校生（男女は問いません）

内 容： 課題曲“Morning Has Broken”と英語の歌詞による自由曲1曲を合わせて5分以内で歌うこと。
◇ジャンルや演奏形態は問いません。伴奏楽器は電子ピアノのみを用意します。伴奏者は各自ご用意ください。
◇カラオケが必要な場合は各自で録音したCD-R等を準備してください。

審 査 員： ネイティブスピーカーを含む本学教員、坂本真紀（ゴスペルディレクター）

最優秀賞（1組）5万円、優秀賞（2組）3万円、審査員特別賞（1組）1万円、パフォーマンス賞（1組）1万円※、
参加賞（全員）記念品　※パフォーマンス賞について：歌唱や英語の表現力のみならず、衣装や優れたステージパフォーマンスに対して与えられる賞です

○応募者の個人情報については、本企画以外の目的には使用しません。

○応募方法：所定の申込用紙（裏面）に必要事項を記入し、自由曲の楽譜（あるいは歌詞）を添えて、送付してください。
申込用紙は、HPからもダウンロードできます。

○申し込み受付開始：7月9日（月）
○応募期限： 2018年7月23日（月）必着

※7月15日（日）・22日（日）開催のオープンキャンパス英語学科コーナーでも申し込み可能です。
※参加申し込みが15組を超えた場合、抽選を行う場合もありますので、ご了承ください。

○申込用紙送付・問合せ先：神戸松蔭女子学院大学 英語学科共同研究室
〒657－0015　神戸市灘区篠原伯母野山町1ー2ー1

TEL：078ー882ー6114（土・日・祝を除く 12：00～13：00、16：30～17：30）
E-mail：singanewsong@mb.shoin.ac.jp　　URL：http://www.shoin.ac.jp/



～英語による歌唱コンテスト～　Sing a New Song!　　申込用紙

代 表 者 氏
フリ ガ ナ

名 高校名 立　　　　　　　　　　　　　高等学校　　　年

参加資料送り先

夏休み期間、受取り
可能な住所と連絡
先（TEL等）を記入
してください。

住所　〒

氏名

TEL 携帯電話 E-mail

引 率 者
（ あ れ ば ） （　　　　　　　）名 先 生 （ 教 科　　　　　　　　　　）

参 加 者 の 詳 細

例：同じ高校の仲間、コーラス部有志、英語3クラスの有志、自己PR…等

グ ル ー プ 名
（ あ れ ば ）

このコンテストを知ったきっかけは？（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

参加人数：　　　　　　名　　　（参加賞準備の都合がありますので、正確な人数をお願いします。足りない場合は別紙で追加してください。）

氏
フリガナ

名： 性 別 　　・歌　　・伴奏 （楽器名：）　○で囲んでください。

① 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

② 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

③ 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

④ 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

⑤ 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

⑥ 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

⑦ 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

⑧ 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

⑨ 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

⑩ 男・女 　　・歌　　・伴奏 （楽器名： ）

観客、応援としてお越しくださる方がいらっしゃれば、その人数：約　　　　名

自由曲について　　※本選審査に必要ですので、楽譜あるいは歌詞を必ず同封してください。

作曲者： 作詞者： 曲名：

伴奏について：（○で囲んでください。必要事項はご記入ください。）

課題曲 ・なし（アカペラ）　・CD-R　・弾き語り（楽器：　　　　　　　　　　　）　・伴奏者（楽器：　　　　　　　　　　）

自由曲 ・なし（アカペラ）　・CD-R　・弾き語り（楽器：　　　　　　　　　　　）　・伴奏者（楽器：　　　　　　　　　　）

※記入していただいた個人情報は、本企画以外の目的では一切使用いたしません。

※コピーして使用してください
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神戸松蔭女子学院大学

至梅田

至梅田

至大阪JR神戸線
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六甲台南口36市バス

N

六甲道

六甲

御影新在家

課 題 曲
◇調性（キー）は、自分の音域に合わせて変更していただいて結構です。
◇メロディーやリズムが必ずしも楽譜通りでなくてもかまいません。
◇全節歌う必要はありません。

課題曲
“Morning Has Broken”について
“Morning has broken” は古いゲール（ケルト）民謡
をもとに、イギリスの児童文学作家・詩人のエリナー・
ファージョンによる作詞で1931年に発表された讃美
歌（邦訳「世のはじめさながらに」）です。1971年に
イギリスのシンガーソングライター、キャット・ス
ティーブンスによってカバーされ（邦題「雨にぬれた
朝」）、大ヒットしました。 新しい一日の始まりを
旧約聖書の創世記に記された天地創造になぞらえて
美しく表現しています。

原　文
Morning has broken like the first morning,
Blackbird has spoken like the first bird.
Praise for the singing! Praise for the morning!
Praise for them, springing fresh from the word.

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven,
Like the first dewfall on the first grass.
Praise for the sweetness of the wet garden,
Sprung in completeness where his feet pass.

Mine is the sunlight! Mine is the morning,
Born of the one light Eden saw play!
Praise with elation, praise every morning,
God's recreation of the new day!

日本語訳：松田謙次郎（本学教授）
夜が明けて朝が来た　まるで初めての朝のように
クロツグミが囀った　まるで最初の鳥のように
歌声を讃えよう！朝を讃えよう！
主の言葉から新たに生まれるものを讃えよう！

新たに降り注ぐ雨は甘く　天からは陽の光が差す
最初の朝露のように　最初の草のうえに
朝露に濡れた庭の　その甘美な様を讃えよう
主の御足が過ぎしところに　全きもののその様を

陽の光は私のもの！　この朝も私のもの
エデンの園に踊る一条の光から生まれたもの！
誇らしく讃えよう　すべての朝を讃えよう
神の造り賜う　新たな日を！川で集いましょう

OPEN CAMPUS 2018OPEN CAMPUS 2018
6/176/17（日）（日）　　7/157/15（日）（日）　　7/227/22（日）（日）　　8/58/5（日）（日）　　8/228/22（日）（日）　　9/99/9（日）（日）

●いずれの日程も10：00～15：00（14：30受付終了） 事前予約不要

神戸松蔭女子学院大学
神戸市灘区篠原伯母野山町 1－2－1
TEL. 078－882－6114（英語学科直通）
 078－882－6122（大学代表）
URL  http://www.shoin.ac.jp/

会場案内

◎阪急六甲駅から山側へ徒歩約15分
◎阪急六甲、JR六甲道、阪神御影駅から
　市バス36系統「鶴甲団地」行きに乗り
　「六甲台南口」下車、山側へ徒歩約5分
◎お車でのご来場はご遠慮ください。

文 学 部 英語学科（英語プロフェッショナル専修、グローバルコミュニケーション専修）
日本語日本文化学科

人間科学部 心理学科／ファッション・ハウジングデザイン学科
都市生活学科（都市生活専修・食ビジネス専修）／食物栄養学科

教 育 学 部 教育学科※（幼児教育専修・学校教育専修）　※2019年4月開設予定

模擬授業
学科相談コーナー

キャンパスツアー 入試相談コーナー

etc.無料ランチ体験

オープンキャンパスの最新情報は
+S WEB でチェック!!

http://www.shoin.ac.jp/plus_s/

Morning Has Broken



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002768216b63752800330030003000700070006900270020306b57fa3065304f005d0020002030d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


