
「THE BELLS― Hamony拗 ねdttg― 」ρran

挙 式 (チャベルな ど式の中で歌 う場合)

*新
郎入場

*新
婦入場

*指
輪交換

オ
結婚証明書サイン時
*新

郎新婦退場

などの場面で4～5曲

(曲はフルコーラスでなく進行のタイミングを見ながら調節します)

披露宴

*新
郎新婦入場

*ケーキカット時
*お

色直し退場
オ
中座中のミニ ・コンサー ト (2～3曲 )
オ
再入場
*メ

インキャンドル点火
*余

興時ミニ ・コンサー ト (2～3曲 )
*花

東贈呈
*新

郎新婦退場

などの場面から6場面を限度にお選び下さい。

(ミニコンサー ト以外は、曲はフルコーラスでなく進行のタイミングを見ながら調節 します)

プラン例 1:(披 露宴)

な
新郎新婦入場 /「Amazing Grace」
キケーキカット時/「永遠に」
キお色直し退場 /「 LOVING YOU」
オ
再入場 /rlF I AIN'T GOT YOU」
摯
余興時ミニ ・コンサート/「エンドレス ・ストーリー」
*新

郎新婦退場 /「 君の瞳に恋してる」

fStand by me.r

プラン例2:(披 露宴)

キ
新郎新婦入場 /「 ひとり」
・ケーキカット時/「Everメhing」
+再入場 /「!f we hOld on together」
十
余興時ミニ ・コンサート/「明日に架ける橋」
｀
ヽ郎煮i婦退埼〕 /「Oh happy day」

「Joyfu!,joyful」



THE BELLS披 露宴用レパートリー

(ア)=アカペラ /(力 )=MDカ ラオケ使用

お勧めシーンマーク :

入=入場  乾 =乾杯 ケ =ケーキ入刀 中 =中座 再 =再入場 点 =メインキャンドル点火
コ=ミニコンサートお勧め 花 =花東贈呈 退 =退場

ゴスペル ・トラデイッシ ョナル

*Oh happy day(力
) /中 /再/逃ソコ

キThis little light of mine(力) /再 /コ
*Amazing Grace(ア

)対 再/コ
*Joyftll joyful(喜びの歌)(ア =お ごそかソ対 再  (力 =フ ァンキー)/コ
ホアレルヤ(ア)/乾
*慈し深き友なるイエスよ (力 )/コ
*His eye is on the sparrow(力

)/コ
*Hail holy Queen( 力

)/コ
*聖

者の行進 (力 )/コ
・Amen!(ア )/乾
*People get ready(ア

)/コ
・Glo7.g107 Halkttah!(ア )/乾

ポップス曲

*If l ain't80t you(アリシア・キース)(力 ) /コ
*君の瞳に恋してる (B.G.F.T)(ア)(力 )/2/ケ /点/中/退
*The Rose (ベッド・ミドラー)(力 ) /打 ケ/コ/花
ホAlways love you (ホ イットニー・ヒューストン) (力 ) 声 νケ/点
*Lo�ng you(ミニー・リパートン)(力 )/中 /再
=スタンド・バイ・ミー (ベン・E。キング)(ア )(力 )/コ
*So much in love(山下達郎)(ア)/コ
*明日に架ける橋  (サ イモン&ガーファンクル)(力 ) /コ
*ダンシング・クイーン (アバ)(力 ) /中 /再/退
*ボラーレ (ジプシーキングス)(力 ) /中 /再/退
*Evony&Ivory(P.マッカートニー&S.ワンダー)(力 )/中 /1/退
*Sweet inspiration(S.インスピレーション)(力 )/中/退
ネスタィリスティックス・メドレー (誓い/1eぜS put it all together/stOp,look,listen to your heart/

You are everything)(力) /再
*Canta canta mais(アントニオ・カルロス・ジョビン)(力 )/コ
*11l be there(ジャクソン5)(力 ) /中 /再
*If we hold on together(ダイアナ。ロス)(力 )/ノV再 /コ
*Endless love(ダイアナ・ロス)(力 )/再
*Close to you(カーペンターズ)(力 )/ジ V再 /コ
*Thallk you(Boys Ⅱ man)(7) /コ
*ヽヽ「hy do foolsねll in love(ダイアナ。ロス/他)(ア)/コ
*Ijust called to say 1 10ve you(スティービー・ワンダー)(ア)/中 /退
ネスパニッシュ・ハーレム(ア)/コ
*ジーザス・クライスト・スーパースター (力 )/コ



日本語ボップス

キエンドレス・ストーリー (映画
“
ナナ

"挿
入歌)(ア )/コ   (力 )/ケ /点

十上を向いて歩こう(ア)/コ
*見上げてごらん夜の星を (力 )/コ
*ひとり(ゴスペラーズ)(ア)/対 コ
*青

春の影 (チューリップ)(力 )ガ V再 /コ
*永遠に(ゴスペラーズ)(力 )/ケ /点
*EVERYTHING(ミ ーシャ)(ア)/コ  (力 )/ケ /点
キLa La La Love song(久 保田利伸)(力 )/中 /退
*言葉にできない (オフコース)(力 )/花
*コスモス (山口百恵)(力 )/花
*白い恋人達 (桑田佳祐)(ア )/コ
ホ
悲しい気持ち (桑田佳祐)(ア )/コ
*亜麻色の髪の乙女 (力 )/中
やふるさと (愛唱歌)(力 )/花
*ケンとメリー～愛と風のように (BAZZ)(力 )″ V再 /コ

クリスマスソング

*聖 しこの夜 (力)
*WHITE CHRISTMAS(力

)
*サ ンタが街にやって くる (力)
*シ ルバーベル (力)
*ア カペラ ・メ ドレー (神の御子は～荒野の果てに～もろびとこぞりて)(ア )


