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概要
こと こと たたく はじめは ことば ことほぐために うまれたことば…。映画「千と千尋の神隠し」主題歌、
「いつも何度でも

大人になる過程で誰もが感じるさまざまな想いを込めた、全43編の子ども向け最新詩集。
2016年6月26日 . 【定価40％OFF】 中古価格￥898（税込） 【￥614おトク！】 海のような大人に
なる覚和歌子詩集／覚和歌子【作】，井上よしと【絵】／中古本・書籍／ブックオフオンライン／
ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
2018年1月5日 . 覺 和歌子とは? 覚 和歌子（かく わかこ、1961年9月1日 - ）は、日本の作詞家、
詩人、シンガーソングライター。山梨県出身[1]。千葉県育ち。早稲田大学第一文学部卒業。夫
は落語家の入船亭扇辰。脚注[ヘルプ]^ 公.
おおさわ学園の児童・生徒の皆さんによる合唱のほか、詩人の覚和歌子さんをゲストにお招きして、

アクアマリンと天文学者を交えたトークショーをおこないます。 アクアマリンのミニコンサートも . 著作に、
第一物語詩作品集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、最新詩集「海のような大人になる」(理論
社)、エッセイなど多数。 04年ソロアルバム『青空１号』.
たくさんのいつかを背負って 今わたしもあなたも ここにいるね クオレ～愛の学校～ 覚 和歌子 胸を
刺して 抜けない矢が しくしく痛む 月夜には 声をあげて 泣いてもいい ひとりの扉に 鍵かけて こらえ
ないで 泣いてもいい いつか疲れて 眠るまで 嘘を悔やみながら 迷いを教えて やさしくなる 海のような
大人になる 愛すること 覚えたなら あなたは何も.
早稲田大学グリークラブは、早稲田大学校歌「都の西北」の制定された. 1907 年 ( 明治 40 年 )
をその起源とし、以来今日に至るまで早稲田大学. とともに歴史を歩んできた伝統ある男声合唱団
です。時代の流れを乗り. 越え幾度と無く繰り返される世代交代の中で、作曲家の磯部俶、声楽
家. の岡村喬生、コーラスグループのボニージャックスなど、.
覚和歌子詩集 海のような大人になる（僅少）. 覚和歌子詩集 海のような大人になる（僅少）. 作
家・作詞家としても活躍している覚和歌子の最新詩集。子どもたちへのあたたかいメッセージを綴っ
た43編の詩。 対象: 小学校中学年, 小学校高学年, 中学生〜; 著者: 覚和歌子; 絵: 井上よし
と; 価格: 1,400円+税; ISBN: 978-4-652-03862-8; サイズ: 21×.
詩集『海のような大人になる』（覚和歌子・理論社刊）から４編を編んで構成された混声合唱とピア
ノのための『たましいのスケジュール』の女声版。身近な人や社会と相容れない思春期の心のモヤモ
ヤを表出したテキストに、オリジナリティー豊かですがすがしいハーモニーが絡み合う。中学・高校・大
学合唱団の定期演奏会やコンクール自由曲に最適。
美しい唄「海のおかあさん」。世界的に活躍しているソプラノ歌手の林正子さんがのびのびと美しく歌
い上げています。 ▽下記サントラＣＤ. これは、覚和歌子さんの詩集『海のような大人になる』（理論
社）の一編「さかな」という詩に宮崎駿監督が感銘を受け、想をえて、歌詞を書き下ろしました。 監
督はこれまでのように海をひとつの景色として表現した.
大人になる過程で誰もが感じるさまざまな想いを込めた、全43編の子ども向け最新詩集。
海のような大人になる 覚和歌子詩集/覚 和歌子（短歌・俳句・漢詩）の目次ページです。最新情
報・本の購入（ダウンロード）はhontoで。あらすじ、レビュー（感想）、書評、発売日情報など充実。
書店で使えるhontoポイントも貯まる。
2008年1月26日 . もしかすると、私が少年詩というジャンルにこだわり過ぎているせいかもしれません
が。 クオレ ー愛の学校 覚和歌子 胸を刺して 抜けない矢がしくしく痛む 月夜には 声をあげて 泣い
てもいいひとりの扉に 鍵かけて こらえないで 泣いてもいいいつか疲れて 眠るまで嘘を悔やみながら
迷いを数えてやさしくなる海のような 大人になる
亚马逊在线销售正版覚和歌子, 信長貴富覚和歌子の詩による混声合唱曲集等圧線，本页
面提供覚和歌子, 信長貴富覚和歌子の詩による混声合唱曲集等圧線以及覚和歌子, 信長貴
富覚和歌子の詩による混声合唱曲集等圧線的最新摘要、简介、试读、价格、评论、正版、图
片等相关信息。
2017年9月14日 . なんかこう、すごく大事なことをのっけから朗々と歌い上げられてしまい、「降参！」
と言いたくなるというか。 この曲「海のおかあさん」の歌詞は、覚和歌子さんの詩集『海のような大人
になる』（理論社）に収められている詩「さかな」がもとになっています。 作詞をした宮崎駿監督は、
海の風景を描いた唄、海を舞台にした唄ではなく、「海.
はじまりはひとつのことば. 覚 和歌子. A5判／上製本／カバー装／本文128ページ. 2,000円（本体
価格・税別）. ISBN978-4-89629-316-6 C0092. ・・・本書の詳細 . 詩集『ゼロになるからだ』（徳間
書店）、『海のような大人になる』（理論社）、『yes』（小学館）をはじめ、エッセイ、翻訳絵本など著
作多数。2008年映画『ヤーチャイカ』（主演/尾野真千子・.
Amazonで覚 和歌子, 井上 よしとの海のような大人になる―覚和歌子詩集 (詩の風景)。アマゾン
ならポイント還元本が多数。覚 和歌子, 井上 よしと作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届け
も可能。また海のような大人になる―覚和歌子詩集 (詩の風景)もアマゾン配送商品なら通常配
送無料。
作詞家、詩人 1961年 山梨県生まれ 早稲田大学第一文学部卒業 平原綾香、夏川りみ、沢田

知可子、smap、クミコなどの作詞で、多くの作品をCD化 1992年以後、自作詩の朗読ステージを
国内外で精力的に展開「朗読するための物語詩」という独自の分野を開拓し、評価を受ける 2001
年 『千と千尋の神隠し』主題歌「いつも何度でも」の作詞で.
詩集[編集]. ゼロになるからだ 徳間書店 スタジオジブリ事業本部 2002; 海のような大人になる 詩
集 理論社 2007; yes 小学館 2015 高砂淳二と共著; はじまりはひとつのことば 港の人 2016; 2馬力
谷川俊太郎と共著 ナナロク社 2017.
2015年8月3日 . 4月5日に1回目が開催された「対詩ライブ」。2回目となる今回も「詩人の隣人
化」をコンセプトに活動をつづけている同人グループ「オブラート」の主催により、詩人の谷川俊太郎
氏と覚 和歌子氏に「即興詩のかけあい」をご披露していただきました。ライブは一方が詩を書いてい
る間は一方が参加者と歓談するといった和やかな雰囲気.
Amazonで覚 和歌子のゼロになるからだ。アマゾンならポイント還元本が多数。覚 和歌子作品ほ
か、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またゼロになるからだもアマゾン配送商品なら通常配
送無料。
ゼロになるからだ 徳間書店スタジオジブリ事業本部 2002; 海のような大人になる 詩集 理論社
2007; yes 小学館 2015 高砂淳二と共著; はじまりはひとつのことば 港の人 2016.
覚和歌子 9月1日山梨生まれ。早大文学部卒業と同時に、smap、沢田研二、クミコ、平原綾香
などに作詞を提供。映画「千と千尋の神隠し」主題歌「いつも何度でも」の作詞で'01年レコード大
賞金賞。著作に詩集「ゼロになるからだ」(徳間書店)、最新詩集「海のような大人になる」(理論
社)、エッセイ「青天白日」(晶文社)など多数。ソロアルバム「青空1.
覚 和歌子 プロフィール. 詩人 山梨県生まれ。早稲田大学一文卒。平原綾香、smap、夏川りみ、
小泉今日子、などの作詞で、多くの作品をCD化。 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール課題曲、校
歌、合唱組曲等の作詞なども多く手がける。 01年『千と千尋の神隠し』主題歌『いつも何度でも
(曲・歌唱/木村弓)』の作詞でレコード大賞金賞を受賞。 詩作を軸足.
2016年5月12日 . 千と千尋の神隠し』の主題歌の作詞で有名な覚和歌子さんによる、「触感から
詩をつくるワークショップ ～しろいかみ～」を6/2（木）スパイラル（東京・青山）で開催. 株式会社ワ
コール . 詩集『ゼロになるからだ』(徳間書店)、『海のような大人になる』(理論社)、『yes』(小学
館)、自唱CD「べジタル」など著作多数。米国ミドルべリー大学.
Login. Clear text. Search Result Details. Previous Next. 海のような大人になる. 覚和歌子詩集
詩の風景; 理論社 2007.3; 覚 和歌子∥作 井上 よしと∥絵 水内 喜久雄∥編. Holdings: 2,

Checked Out: 0. Available for Loan: 2, Reserved: 0. Reserve. materialInfo; Detail; otherSite.
Material Status. Ogori library <820001684> Available.
2008年12月31日 . さて、今年最後にご紹介するのはこの本です。 覚 和歌子さんの詩集『海のよう
な大人になる』。 これは前回私が読んだ『ゼロになるからだ』とはまた少し違って 帯をそのまま引用す
ると 「大人になる過程で誰もが感じるさまざまな想いを込めた、 全４３編.
友だちと心をひとつにして歌う時間が、かけがえのない輝きをもって子どもたちのいのちの根っことなり
翼となることを心から願って」(作詩者序文より)、「子どもたちの日々の生活、将来への思い、悩み、
それらを含んだ等身大の「今」を、大人からのお仕着せや説教臭さのない言葉で歌ったものにしたい
と思ったのです。覚和歌子さんの詩集『海のような.
mixiコミュニティ「覚和歌子」のトピック一覧です。最新のトピックは「東日本大震災ドキュメンタリー
映…」「今日はお誕生日です」「「ヤーチャイカ」上映＆覚和歌子…」「♪覚和歌子チャリティコンサー
ト…」です。
大切な人をなくしたあともつよくいきたひとの作品 茨木のり子と . 散文(批評 . 5, 12/7/22 18:12. 生き
ていることを問い直させてくれる美術展 医学と芸術展@森美 . 散文(批評 . 3, 09/12/15 13:43. たく
さんの語り手が世界の大切さを教えてくれる詩集 覚和歌子『 . 散文(批評 . 2*, 09/11/15 13:58.
湖のように豊かな、浦歌無子さんの詩集 『耳の中.
化。1992年以後、自作詩の朗読ステージを国内外で. 精力的に展開。『朗読するための物語詩』
という独自. の分野を開拓し、評価を受ける。2001年『千と千尋の. ○本多晃子 神隠し』主題歌
『いつも何度でも』の作詞でレコード. 大賞金賞。著作に、第ー物語詩作品集『ゼロになるからだ』

(徳間書店)、最新詩. 集「海のような大人になる」(理論社)、.
2016年5月19日 . 『千と千尋の神隠し』の主題歌の作詞で有名な覚和歌子さんによる、「触感から
詩をつくるワークショップ ～しろいかみ～」を6/2（木） スパイラル（東京・青山）で開催. . 詩集『ゼロに
なるからだ』(徳間書店)、『海のような大人になる』(理論社)、『yes』(小学館)、自唱CD「べジタル」
など著作多数。米国ミドルべリー大学日本語学校特別.
海のような大人になる - 覚和歌子詩集 - 覚和歌子 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無
料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2015年11月16日 . 茂木典子さん（６８）＝三戸町、八戸学院短大教授「海のような大人になる」
（覚和歌子著、理論社）. 映画館に行って、たまたま隣に座った人に熱烈な恋をしてしまうというよう
な出会いがあると思う。この詩集と出合ったのは、まさにそれだった。 おっちょこちょいの私が本屋に
行って本をばたばたと選んだ。「これ」と思ってレジに行き、.
2016年6月26日 . 海のような大人になる 覚和歌子詩集 （詩の風景）/覚 和歌子/井上 よしと/水
内 喜久雄（児童書・絵本） - 大人になる過程で誰もが感じるさまざまな想いを込めた、全４３編の
子ども向け最新詩集。【「BOOK」データベースの商品解説】こと こと たたく はじめ.紙の本の購入は
hontoで。
タイトル, 海のような大人になる : 覚和歌子詩集. 著者, 覚 和歌子 著. シリーズ名, 詩の風景. 出
版地, 東京. 出版社, 理論社. 大きさ、容量等, 1巻 (1時間21分). 注記, ２．０２. 注記, ＰＣＭ. 製
作者, 岸和田市福祉総合センター. 出版年月日等, 2007年3月. NDC, 911.5. 要約・抄録, 映画
『千と千尋の神隠し』主題歌、「いつも何度でも」の覚和歌子が贈る、.
2008年5月29日 . 覚 和歌子. 1961年生まれ。山梨県出身。大学卒業と同時に作詞家としての活
動を開始し、平原綾香、smap、moonriders、クミコなどの作品を手がける。2001年、『千と千尋の
神隠し』の主題歌である『いつも何度でも』の作詞でレコード大賞金賞。主な詩集に、『ゼロになる
からだ』、『海のような大人になる』など.
以後、自作詩の朗読ステージを国内外で精力的に展開。『朗読するための物語詩』という独自の
分野を開拓し、評価を受ける。'01年『千と千尋の神隠し』主題歌「いつも何度でも」の作詞でレ
コード大賞金賞。著作に、詩集「ゼロになるからだ」（徳間書店）、「海のような大人になる」(理論
社)、他エッセイ、絵本など多数。'04年ソロアルバム『青空1号』を.
海のような大人になる―覚和歌子詩集 (詩の風景)の感想・レビュー一覧です。
覚和歌子. 1961 年山梨生まれ。詩人、作詞家。早稲田大学. 卒業。SMAP、平原綾香などに多
くの歌詞を提供。 自作詩の朗読ステージを国内外で精力的に展開。 「千と千尋の神隠し」主題
歌『いつも何度でも』（作. 詞：日本レコード大賞、日本アカデミー賞主題歌賞. ほか）、著作は詩集
『ゼロになるからだ』、『海のよう. な大人になる』をはじめ多数。
2017年11月1日 . 「朝のリレー」や「生きる」などの詩で親しまれている谷川俊太郎さんと、「千と千
尋の神隠し」の主題歌の作詞で知られる覚和歌子さん。ふたりの詩人 . 隣人のように、詩人を身近
に。 文学ではない . ライブ終了までの限られた時間の中、どんなテーマの詩を書くことになるのかもわ
からない未知の旅に出発するのです。 言葉を選び.
先生もきっと こころのなかで くちびるをかんでいるんだね 屋上からあおいだ空が どこまでもまっ青で む
ねがくるしい かみさまをひそめて はてないくせに 何もわたしにつたえない おんなじ空を 見てるだれかが
ひとりでいいから いてほしい その子といつか会えるなら いっしょに話がしてみたい 今日の空の青さのこ
とを 覚 和歌子『海のような大人になる』
谷川 俊太郎 (タニカワ シュンタロウ): １９３１年東京生まれ。２１歳のとき第一詩集『二十億光年の
孤独』（東京創元社）を発行。詩作を中心に絵本、翻訳、ＣＭ、作詞など幅広いジャンルで活動を
続ける。現代を代表する詩人のひとり。著書多数. 覚 和歌子 (カク ワカコ): 著書に詩集『ゼロにな
るからだ』（徳間書店）、『海のような大人になる』（理論社）.
2008年8月27日 . それは映画の冒頭に流れる「海のおかあさん」という楽曲。宮崎監督が、映画と
同じように、海を風景や背景として捉えた歌ではなく、“海そのもの”の歌を作りたいと思い悩んでいた
とき、『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」の作詞を担当した、覚和歌子さんの詩集
『海のような大人になる』（理論社刊）の中の一編の詩「.

2011年9月15日 . 2011年11月20日（日） 表参道 東京ウィメンズプラザホール 身体は脈動する・言
葉は照らし出す 第 一 部 講演・身体技法 掌と心と言葉 〜 ヘレン・ケラーの目覚めから 出演・ 坪
井香譲 藤本静江 朽名輝臣 有川清 他 パフォーマンス 響きあういのち 朗読・谷川俊太郎 覚和
歌子 歌・木村弓 舞・佐藤響子 第 二 部…
大きさ、容量等, 141p ; 21cm. ISBN, 9784652038628. 価格, 1400円. JP番号, 21232533. 出版年
月日等, 2007.3. NDLC, Y8. NDC（9版）, 911.56 : 詩歌. 要約・抄録, 作家・作詞家としても活躍
している覚和歌子の最新詩集。子どもたちへのあたたかいメッセージを綴った43編の詩。 (日本児
童図書出版協会). 対象利用者, 児童. 資料の種別, 図書.
詩人として活動する一方、沢田研二、クミコ、ムーンライダーズ、小泉今日子、夏川りみ、新垣勉、
SMAP、平原綾香などの作詞を手がける。2001年『千と千尋の神隠し』主題歌『いつも何度でも』
の作詞でレコード大賞金賞受賞。詩集『ゼロになるからだ』(徳間書店)、『海のような大人になる』
(理論社)、『yes』(小学館)、自唱CD「べジタル」など著作多数。
2016年3月24日 . 覚和歌子詩集「海のような大人になる」より） ----------------------------------------------- 「海のような大人」になりたいそんな漠然とした感覚を抱いているときに、 この本に出会う。
「海のような大人になる」 本のタイトルのこの言葉は、 上の詩の中に登場する。 海のようになりた
い、 何事も受け入れ、 それでもおだやかな海のように。 AD.
01年『千と千尋の神隠し』主題歌『いつも何度でも』の作詞でレコード大賞金賞。著作に、第一物
語詩作品集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、最新詩集「海のような大人になる」(理論社)、エッセ
イなど多数。 04年ソロアルバム『青空１号』をソニーよりリリース。 08年3月、企画・補作・監修した
「星つむぎの歌」(平原綾香・歌)が土井宇宙飛行士のウェイク.
海のような大人になる 覚和歌子詩集：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そご
う、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブンイレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
詩集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、『海のような大人になる』（理論社）、エッセイ、自唱ソロＣＤ
に『青空１号』（０４年ソニー）、『カルミン』（０９年ｖａｌｂ）、『ベジタル』（１４年ｖａｌｂ）、エッセイ、絵本
など著作多数。米国ミドルベリー大学日本語学特別講師。詩作を軸足にマルチな活動を展開。
新刊「ポエタロ」(地湧社)、詩集「はじまりはひとつのことば」(港の.
長田弘詩集』長田弘（ハルキ文庫） 『高村光太郎詩集』高村光太郎（岩波文庫『海のような大
人になる』覚和歌子（理論社） 『不意の吊橋』川崎洋（思潮社） 『まど・みちお詩集』まど・みちお
（ハルキ文庫） 『新撰 黒田三郎詩集』黒田三郎（思潮社） □ 小説、評論、エッセイ等『巨悪vs言
論』立花隆（文藝春秋） 『風が強く吹いている』三浦しおん（新潮文庫）
2009年2月6日 . 著作に、第一物語詩作品集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、最新詩集「海のよ
うな大人になる」(理論社)、エッセイなど多数。 04年ソロアルバム『青空１号』をソニーよりリリース。
08年3月、企画・補作・監修した「星つむぎの歌」(平原綾香・歌)が土井宇宙飛行士のウェイクアッ
プコールとして大気圏外で使用される。 同年５月公開の.
ポエタロ いのちの車輪をまわす言葉 覚 和歌子 著 本体3500円＋税／解説書サイズ 98×126mm
104頁／2016年発刊 978-4-88503-501-2 amazonで見る . 詩集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、
『海のような大人になる』(理論社)、エッセイ、自唱ソロCDに『ベジタル』(14年valb)、 エッセイ、絵本
など著作多数。米国ミドルベリー大学日本語学特別.
<千と千尋の神隠し>主題歌「いつも何度でも」の作詞者、詩人の覚 和歌子さんが作成するオラク
ルセラピーカード『ポエタロ』を制作するプロジェクトを、地湧社が起案しました。 .. 詩集『ゼロになるか
らだ』（徳間書店）、『海のような大人になる』(理論社)、エッセイ、自唱ソロCDに『青空１号』(04年
ソニー)、『カルミン』(09年valb)、『ベジタル』(14年valb)、.
2017年10月22日 . 覚和歌子、谷川俊太郎『対詩２馬力』（４）（ナナロク社、2017年10月15日発
行）「対詩」というのは、どうはじめるのか。１４６ページから、「作者による解説」というのが . 大人」に
なってはじめて抱ける思いである。 . そんなことを思いながら読んでいくと、１３３ページで、突然違った
感じ、とても不思議な「眩暈」のようなものに襲われる。
2016年5月12日 . 千と千尋の神隠し』の主題歌の作詞で有名な覚和歌子さんによる、「触感から

詩をつくるワークショップ ～しろいかみ～」を6/2（木）スパイラル（東京・青山）で開催. ツイート反応 .
詩集『ゼロになるからだ』(徳間書店)、『海のような大人になる』(理論社)、『yes』(小学館)、自唱
CD「べジタル」など著作多数。米国ミドルべリー大学日本語.
覚和歌子詩集 海のような大人になる、覚 和歌子,井上 よしと：1000万人が利用するNo.1絵本情
報サイト、作家・作詞家としても活躍している覚和歌子の最新詩集。子どもた.、投稿できます。
2016年11月5日 . 詩集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、『海のような大人になる』（理論社）、エッ
セイ、自唱ソロＣＤに『青空１号』（０４年ソニー）、『カルミン』（０９年ｖａｌｂ）、『ベジタル』（１４年ｖａｌ
ｂ）、エッセイ、絵本など著作多数。米国ミドルベリー大学日本語学特別講師。詩作を軸足にマル
チな活動を展開。新刊「ポエタロ」(地湧社)、詩集「はじまりは.
2008年8月28日 . 映画の冒頭に流れるこの楽曲は、映画と同じように、海を風景や背景として捉え
た歌ではなく“海そのもの”の歌を作りたいと願っていた宮崎監督が、一編の詩に出会ったことから誕
生した。それは、『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」の作詞を担当した、覚和歌子の
詩集『海のような大人になる』（理論社刊）の中の一編の.
ゼロになるからだ. 著者名, 覚 和歌子／著. 著者名ヨミ, カク ワカコ. 出版者, 徳間書店スタジオジ
ブリ事業本部. 出版年月, 2002.4 . 覚 和歌子. 1 / 2. 2馬力 ： 対詩谷川 俊太郎／著… うたはい
つもそこにいて谷川 賢作,覚 … ハグタイム ハグタイムパトリック・マク… ねえ谷川 俊太郎／文… 海
のような大人になる ： 覚和歌子… 覚 和歌子／作,…
2008年8月29日 . それは、『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」の作詞を担当した、
覚和歌子の詩集『海のような大人になる』（理論社刊）の中の一編の詩「さかな」にで、 監督が思
い描いていた“海そのもの”が表現されていたその詩に感銘を受けた宮崎監督が、 その詩を元に「海
のおかあさん」の歌詞を書き上げたのだそうだ。 なお、「海の.
詩集『海のような大人になるから』から構成された混声合唱組曲。思春期の心のモヤモヤを表出し
たテキストに、オリジナリティー豊かなハーモニーが絡み合う。作曲者は、その作品を絶賛する合唱指
揮者が増えている個性豊かな和声感の持ち主。 収載内容. 曲 名：. 空. 作曲者：. 横山潤子. 作
詞者：. 覚和歌子. 曲 名：. たましいのスケジュール. 作曲者.
2010年2月25日 . 覚和歌子さんの「海のような大人になる」の中の、「たましいのスケジュール」という
詩。 生まれ落ちる前のたましいが、いろいろ計画していたことを、生まれたとたんに、人は忘れてしまう
けど、でも「一生をついやして、それを思い出す」。 「いのちのことわり あいするということ ただそれだけ
のために」 このくだりがとても好きだ。
2009年11月15日 . 海のような大人になる―覚和歌子詩集 (詩の風景)著者：覚 和歌子理論社
(2007-04)販売元：Amazon.co.jpクチコミを見る覚和歌子さんの詩集、『海のような大人になる』
は、たくさんの語り手によって詩のありかを教えてくれる詩集です。 誰がこの詩を語っているのだろう、
と.
詩集『海のような大人になる』（覚和歌子・理論社刊）から４編を編んで構成された混声合唱とピア
ノのための『たましいのスケジュール』の女声版。身近な人や社会と相容れない思春期の心のモヤモ
ヤを表出したテキストに、オリジナリティー豊かですがすがしいハーモニーが絡み合う。中学・高校・大
学合唱団の定期演奏会やコンクール自由曲に最適。
たまに乳幼児が「ポ～ポポ～ポポポ…」とうまく歌えないケースがあり、ひどい時には鼠先輩の「六本
木」と混用されてしまう。 そのほかにも海のおかあさんという混入歌があり、ソプラノ歌手の林正子が
歌っている。作詞は宮崎監督が行っているが、その元となる詩として、 覚 和歌子 （落語家の女房）
による詩集「海のような大人になる」から取られた詩が.
大人になる過程で誰もが感じるさまざまな想いを込めた、全４３編の子ども向け最新詩集。 目次.
１ 海のような大人になる（こ・こ・から；こみちのきもち ほか）; ２ ぼくだけのことば（かみさま；おしっこ ほ
か）; ３ うれしいのに（羽虫；みつ ほか）; ４ 光素（エーテル）—スライド作品「光素」のために（一日；
屋上 ほか）; ５ それはひみつ（さかな；市場 ほか）.
ゼロになるからだ海のような大人になる―覚和歌子詩集 (詩の風景) ポエタロ対詩 2馬力高校生
で出会っておきたい73の言葉. 73. いそっぷ詩 －谷川俊太郎詩集. 谷川俊太郎/小学館 \ 1944 中
古 \ 651 (10点) 634079位 2016/11 古本買取 \ 60 ⇒ 最新. 関連書籍. 生きる (日本傑作絵本シ

リーズ) これはすいへいせん対詩 2馬力詩に就いて恐竜が.
詩集『海のような大人になる』から4編を編んで構成した混声合唱組曲。中学・高校・大学合唱団
の定期演奏会やコンクールに最適。
2001年『千と千尋の神隠し』主題歌「いつも何度でも」が第43回日本レコード大賞金賞、第25回
日本アカデミー賞協会特別賞（主題歌賞）。2008年公開の『崖の上のポニョ』ではオープニング主題
歌「海のおかあさん」を作詞。 著作に、第一物語詩作品集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、最新
詩集『海のような大人になる』(理論社)、エッセイ、翻訳絵本.
ジブリ作品『千と千尋の神隠し』の主題歌『いつも何度でも』(曲・歌唱/木村弓)』の作詞をした覚
和歌子さん２０１６年３月に詩のカード「ポエタロ」を完成させました。 . 詩集『ゼロになるからだ』（徳
間書店）、『海のような大人になる』(理論社)、エッセイ、自唱ソロCDに『青空１号』(04年ソニー)、
『カルミン』(09年valb)、『ベジタル』(14年valb)、エッセイ、絵本.
2015年11月29日 . 親しみやすくステキな歌なのです。 私も、みんなの前で歌を歌える存在になりた
いと思うのでした。 今日も幸せ. 明日も幸せ。 たなかやすひこ · 自分を支える心の技法: 怒りをコン
トロールする9つのレッスン (ちくま文庫). 自分を支える心の技法: 怒りをコントロールする9つのレッスン
(ちくま文庫). Amazon.co.jp · 海のような大人に.
覚和歌子 の曲「リフレイン」をダウンロード：ハイレゾならレコチョク(Android/iPhone対応 音楽アプリ)
20338919. . 気になるリストに追加. TOP ＞ 覚和歌子 ＞ リフレイン. 覚和歌子 の曲「リフレイン」音
楽ダウンロード レコチョク(iPhone/Androidスマホ対応. リフレイン. 覚和歌子. 配信中の楽曲はあり
ません。 お持ちのスマートフォン機種により.
との交流を図る。 詩集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、『海のような大人になる』(理論社)、エッ.
セイ、自唱ソロ CD に『青空１号』(04 年ソニー)、『カルミン』(09 年 valb)、『ベジ. タル』(14 年
valb)、エッセイ、絵本など著作多数。米国ミドルベリー大学日本語. 学特別講師。詩作を軸足に
マルチな活動を展開。 抜粋「覚 和歌子 公認公式ファンサイト」より.
ポプラ社. 図・○市・県・個. ２. 覚 和歌子詩集. 海のような大人になる. 理論社. 図・○市・県・個.
３ 勇気. ユーリーグーバーナ. ード・ウェーバー. 日野原重明. 図・市・県・○個. ４ モタさんの言葉. 斎
藤茂太. 講談社. 図・市・県・○個. ５ 世界は一つの生命からはじまった. 村上和雄. 葉祥明. きこ
書房. 図・市・県・○個. ６ 自分を好きになる本. パット・パルマー.
2014年11月10日 . しずおか連詩の会」には宗匠の野村喜和夫さんに次いで参加回数の多い覚和
歌子さん。今年で3回目のご参加となります。 . 詩集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、『海のような
大人になる』(理論社)、エッセイ、自唱ソロCD『青空１号』(04年ソニー)、『カルミン』(09年valb)、エッ
セイ、絵本など著作多数。詩作を軸足にマルチな活動を.
. ミー/ビショップ・ドレディ・マニング ５．君は何処に/アドリアーナ・カルカニョット/ソニーＢＭＧ・ミュージッ
ク・エンタテインメント 88697270452. ◇紹介した書籍◇, 『『釣り上げては』 アーサー・ビナード 『左
右の安全』 アーサー・ビナード 『日本の名詩、英語でおどる』 アーサー・ビナード 『ゼロになるからだ』
覚 和歌子 『海のような大人になる』 覚 和歌子.
2016年5月12日 . 株式会社ワコールのプレスリリース（2016年5月12日 15時00分）『千と千尋の神
隠し』の主題歌の作詞で有名な覚和歌子さんによる、[触感から詩をつくるワークショップ ～しろいか
み～]を6/2（木） . 詩集『ゼロになるからだ』(徳間書店)、『海のような大人になる』(理論社)、『yes』
(小学館)、自唱CD「べジタル」など著作多数。
邦訳された絵本に『おくりものはナンニモナイ』(谷川俊太郎 訳／あすなろ書房)がある。 訳者：覚
和歌子（かく わかこ）. 山梨県生まれ。詩人・音楽家。早稲田大学第一文学部卒業。平原綾香、
ＳＭＡＰ、クミコ、宮崎駿監督の映画『千と千尋の神隠し』『崖の上のポニョ』主題歌など詩作提供
多数。 詩集に『ゼロになるからだ』(徳間書店)、『海のような大人.
覚和歌子. 詩人・作詞家。 平原綾香、smap、新垣勉、夏川りみ、小泉今日子、沢田研二、クミ
コ、ムーンライダーズなどの作詞で、多くの作品をCD化。ＮＨＫ全国学校音楽 . 詩集『ゼロになるか
らだ』（徳間書店）、『海のような大人になる』(理論社)、エッセイ、自唱ソロCDに『青空１号』(04年
ソニー)、『カルミン』(09年valb)、『ベジタル』(14年valb)、.
19 Jul 2014 - 3 min - Uploaded by Tohru Aki女声合唱とピアノのための組曲「世界は音」 海のよ

うな大人になる―覚和歌子詩集 (詩 の風景)より 覚和歌子 .
2017年5月15日 . [絵本・知育]『海のような大人になる 覚和歌子詩集』覚和歌子のレンタル・通
販・在庫検索。最新刊やあらすじ（ネタバレ含）、ランキングや評価・感想など、おすすめ・ランキング
情報も充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入もできます。出版社：理論社.
2011年10月19日 . 自作詩の朗読ステージを国内外で精力的に展開。「朗読するための物語詩」
という独自分野で評価を受ける。'01年『千と千尋の神隠し』主題歌『いつも何度でも(歌・木村
弓)』作詞で日本レコード大賞金賞。詩集「ゼロになるからだ」(徳間書店)「海のような大人になる」
(理論社)の他、著作多数。'08年公開の映画「ヤー チャイカ」(主演・.
宮崎駿監督の映画「千と千尋の神隠し」主題歌「いつも何度でも」(木村弓・歌)で'01年レコード大
賞金賞。 '08年「崖の上のポニョ」オープニング主題歌の歌詞に原詩「さかな」を提供。 国内外で自
作物語詩の朗読ライブ活動を展開。 【著作】 詩集「ゼロになるからだ」(徳間書店) 詩集「海のよう
な大人になる」(理論社) 写真詩集「薬罐〜ya-can」(冨山房)
覚 和歌子 「千と千尋の神隠し」の主題歌「いつも何度でも」の作詞でレコード大賞金賞。 「朗読
するための物語詩」という独自の分野を開拓。 著作に、第一物語詩作品集『ゼロになるからだ』(徳
間書店)、詩集『海のような大人になる』(理論社)、エッセイなど多数。2004年ソロアルバム「青空1
号」をソニーよりリリース。2008年3月、企画・補作・監修した「.
これまで海の唄というと「うみはひろいな 大きいな*」という唱歌に代表されるように、海を風景や舞台
として捉えた唄ばかりでした。監督は今回の作品のために、“海そのもの”を歌った唄を作りたいと思い
悩んでいたのです。 そんなある日、覚和歌子さんの詩集『海のような大人になる』（理論社刊）の中
の一編の詩「さかな」に出会い衝撃を受けます。
現代日本を代表する詩人・谷川俊太郎と覚和歌子による、共同監督作品、「ヤーチャイカ」。 結
婚を約束した恋人を亡くし、心と身体に傷を負い、小さな村へとやってきた女。すべてに挫折し、自
殺にも失敗した男。女の務める小さな天文台で出会った2人は、同じ星空を眺めるようになり、やが
て心を寄せ合うようになる。 主演は、映画とテレビで、もはや.
2016年7月22日 . 谷川 俊太郎・覚 和歌子・丸尾 めぐみによる朗読コンサート . 1992年より国内
外各地で自作詩朗読ライブを展開し『朗読するための物語詩』の独自分野で評価を受ける。 . 詩
集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、『海のような大人になる』(理論社)、エッセイ、自唱ソロCDに
『青空１号』(2004年ソニー)、『カルミン』(2009年valb)、『.
詩集『海のような大人になる』（覚和歌子・理論社刊）から４編を編んで構成された混声合唱組
曲。身近な人や社会と相容れない思春期の心のモヤモヤを表出したテキストに、オリジナリティー豊
かなハーモニーが絡み合う。作曲者は、その作品を絶賛する合唱指揮者が増えている個性豊かな
和声感の持ち主。中学・高校・大学合唱団の定期演奏会や.
詩集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、『海のような大人になる』（理論社）、エッセイ、自唱ソロＣＤ
に『青空１号』（０４年ソニー）、『カルミン』（０９年ｖａｌｂ）、『ベジタル』（１４年ｖａｌｂ）、エッセイ、絵本
など著作多数。米国ミドルベリー大学日本語学特別講師。詩作を軸足にマルチな活動を展開。
新刊「ポエタロ」(地湧社)、詩集「はじまりはひとつのことば」(港の.
詩集『海のような大人になる』（覚和歌子・理論社刊）から４編を編んで構成された混声合唱組
曲。身近な人や社会と相容れない思春期の心のモヤモヤを表出したテキストに、オリジナリティー豊
かなハーモニーが絡み合う。作曲者は、その作品を絶賛する合唱指揮者が増えている個性豊かな
和声感の持ち主。中学・高校・大学合唱団の定期演奏会や.
2017年4月5日 . 1992年より国内外各地で自作詩朗読ライブを展開し『朗読するための物語詩』
の独自分野で評価を受けます。 そして20001年、ジブリ作品『千と千尋の神隠し』の主題歌『いつも
何度でも(曲・歌唱/木村弓)』の作詞でレコード大賞金賞。 詩集『ゼロになるからだ』（徳間書店）、
『海のような大人になる』(理論社)、『はじまりはひとつの.
世界中どこでも配送料無料のYesAsia.comで「海のような大人になる 覚和歌子詩集 / 詩の風
景」を買おう！「覚和歌子／作 井上よしと／絵 水内喜久雄／編」ほか人気の「日本語の書籍」
もあります。
覚 和歌子（かく わかこ、1961年9月1日 - ）は、日本の作詞家、詩人。山梨県出身。早稲田大学

第一文学部卒業。夫は落語家の入船亭扇辰。 . 著作に、第一物語詩作品集『ゼロになるから
だ』（徳間書店）、最新詩集『海のような大人になる』(理論社)、エッセイ、翻訳絵本など多数。
2004年ソロアルバム『青空1号』をソニー・ミュージックダイレクトより.
谷川俊太郎さん、覚和歌子さんも、詩人として、この取り組み. に参加されました。 この<業界>に
入って「小学生以下の朗読会では、うんこ、とひとこと言いさ. えすればつかみは OK」と教えてくださっ
たのは谷川俊太郎さんです。 お教えの通りに、まずは拙作詩集「海のような大人になる」から「おしっ
こ」. の朗読を披露するところからレクチャーを開始しま.
本多 明. 978-4-338-14420-9. 小峰書店. 1,500. ３ 年. チャーシューの月. 村中李衣. 978-4-33825010-8. 小峰書店. 1,500. ３ 年. 雨ふる本屋. 日向理恵子. 978-4-494-01942-7. 童心社. 1,300.
３ 年. 明日につづくリズム. 八束澄子. 978-4-591-11085-0. ポプラ社. 1,300. ３ 年. 覚和歌子詩集
海のような大人になる. 覚和歌子. 978-4-652-03862-8.
2008年7月16日 . 後日、音楽担当の久石譲氏に手渡された音楽ノートには、歌詞とともに次の一
文が添えられていました。 これは覚和歌子さんの詩集『海のような大人になる』の一編「さかな」を元
にしました。 こうして、宮崎監督と覚和歌子さんと久石譲さんによる全く新しい海の唄、「海のおかあ
さん」が生まれたのです。 *文部省唱歌「うみ」（作詞：.
2016年7月3日 . そのほかにも海のおかあさんという混入歌があり、ソプラノ歌手の林正子が歌ってい
る。作詞は宮崎監督が行っているが、その元となる詩として、覚和歌子（落語家の女房）による詩
集「海のような大人になる」から取られた詩が使われている。『CR海物語』に使われないことを祈るば
かりである。 また、宮崎監督はこの作品を構想した.
詩の作成をナビゲートしてくれるのは、『千と千尋の神隠し』の主題歌でも有名な詩人・作詞家の
覚和歌子さんと、“紙の仕事人”小杉博俊さん。 現代は身の回りにはモノがあふれ、膨大な情報に
さらされ続ける毎日です。 . 詩集『ゼロになるからだ』(徳 間書店)、『海のような大人になる』(理論
社)、『yes』(小学館)、自唱CD「べジタル」など著作多数。
. 合唱／伴奏：ピアノ】 作詞：覚和歌子／作曲：横山潤子 ---------- 詩集『海のような大人にな
る』（覚和歌子・理論社刊）から４編を編んで構成された混声合唱とピアノのための『たましいのスケ
ジュール』の女声版。身近な人や社会と相容れない思春期の心のモヤモヤを表出したテキストに、
オリジナリティー豊かですがすがしいハーモニーが絡み合う。

