
p.1

プログラム

メンデルスゾーン 歌の翼に

ガスパリーニ いとしい絆よ

ドナウディ 私の愛の日々

シューベルト 夜曲

ひそかな愛

グノー 春の歌

フォーレ 夕暮れ

プーランク 《メタモルフォーゼ》
かもめの女王
君はこんなふう
パガニーニ

ヴォーン・ウィリアムズ 静かな午後

中田喜直 《こどものための8つのうた》より
くるみのお家（志甫昌治 詩）
ねぇ蜂さん（志甫昌治 詩）
雨ふり（清水たみ子 詩）
うれしい象さん（安藤徇之助 詩）
かあさんはやくこい（高橋俊雄 詩）
おやすみなさい（中井昌子 詩）

中田喜直 歌をください （渡辺達夫 詩）

アンコール
バッハ カンタータ120番《神よ、賛美は静けく汝にあがり》より

ソプラノアリア “救いと祝福が”

ボーナス動画
お楽しみに♪
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Auf Flügeln des Gesanges op.34-2

Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen,trag ich dich fort,
Fort nach den Fluren des Ganges,
Dort weiß ich den schönsten Ort;

Dort liegt ein rotblühender Garten
Im stillen Mondenschein,
Die Lotosblumen erwarten
Ihr trautes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern und kosen,
Und schaun nach den Sternen empor,
Heimlich erzählen die Rosen
Sich duftende Märchen ins Ohr.

Es hüpfen herbei und lauschen
Die frommen,klugen Gazelln,
Und in der Ferne rauschen
Des heilgen Stromes Well'n.

Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe und Ruhe trinken,
Und träumen seligen Traum.

Caro laccio

Caro laccio, dolce nodo,
che legasti il mio pensier,
so ch’io peno e pur ne godo;
son contento e prigionier.

歌の翼にのせて

歌の翼にのせて
愛しい人よ 君を連れてゆこう
ガンジスの野辺へ
そこは最も美しい場所

真紅の花が咲き誇る庭園
穏やかな月明かりの下
蓮の花は待つ
親愛な姉妹である君を

菫は微笑み愛撫し
星空を見上げる
薔薇はひそかに囁く
彼らの芳しい御伽噺を

跳ねて聞き耳を立てるは
従順で賢い子鹿
遠くでさざめくは
聖なる河の波音

僕らはそこで寝転がろう
椰子の木の下で
愛と安らぎを飲み干し
幸せな夢を見よう

いとしい絆よ

私の想いを縛り付けた
いとしい絆 やさしい結び目よ
私は自分が苦しみながらも楽しんでいることや
捕らわれの身に満足していることを知っている

歌詞対訳
Translated by Aki Matsui



p.3

Amorosi miei giorni

Amorosi miei giorni,
chi vi potrà mai più scordar,
or che di tutti i beni adorni,
date pace al mio core
e profumo ai pensieri?

Poter così, finchè la vita avanza,
non temer più gli affanni
d’una vita d’inganni,
sol con questa speranza:
che un suo sguardo sia
tutto il mio splendor
e un suo sorriso sia
tutto il mio tesoro!

Chi di me più beato,
se accanto a sè così non ha
un dolce e caro oggetto amato,
sì che ancor non può dire
di saper cos'è amore?

Ah,ch’io così,finchè la vita avanza,
più non tema gli affanni
d’una vita d'inganni,
sol con questa speranza:
che un suo sguardo
sia tutto il mio splendor
e un suo sorriso sia
tutto il mio tesoro!

Nachtstück D672

Wenn über Berge sich der Nebel breitet,
Und Luna mit Gewölken kämpft,
So nimmt der Alte seine Harfe, und schreitet,
Und singt waldeinwärts und gedämpft:

“Du heilge Nacht:
Bald ist's vollbracht,

わが愛の日々よ

わが愛の日々よ
誰がお前たちを忘れられよう
あらゆる祝福に彩られ
私の心に 安らぎを与え
私の想いに 芳香を与える 今この時に？

できることなら 命ある限り
悩みを恐れず
偽りの人生の
唯一の希望を抱いて生きよう
彼女の眼差しが
私の輝きとなり
彼女の微笑みが
私の宝物となる！

一体誰が私より幸せだろうか
自分の傍に
優しく愛しい恋人を持たない人が？
愛が何たるかを
言うこともできない人が？

ああ このように
命ある限り 悩みを全く恐れず
偽りの人生の
唯一の希望を抱いて生きられたら
彼女の眼差しが
私の輝きとなり
彼女の微笑みが
私の宝物となる！

夜曲

山々に霧が広がり
月が雲とせめぎ合う時
老人は竪琴を手に歩み出で
森に向かい 声をひそめて歌う

「聖なる夜よ
やがて すべてが終わる
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まもなく私は長い眠りにつく
眠りはあらゆる苦痛から私を救ってくれる」

すると 緑の木々がざわめく
「安らかにお眠り 善良な老人よ」
野草も揺れながら囁く
「あの人の墓所を覆ってあげよう」

やさしい鳥たちも呼びかける
「芝草の墓に葬ってあげよう！」
老人が耳を傾けて 口を閉ざすと
死が彼に近づいた

ひそかな愛

ああ あなた！あなたの唇が私に触れると
快楽が私の魂を誘い出そうとします
言いようのない震えで
胸が高まるのを感じます

私の目は輝き 私の頬は紅潮します
心臓は未知の欲望に脈打ち
精神は 陶酔した唇の言葉に惑わされ
まるで集中できません

私の生命はこのような時
あなたの甘く柔らかな薔薇の唇に触れ
あなたの優しい腕に抱かれると
自分を見失ってしまいます

ああ！生命が我を失って逃げ出せず 魂が
あなたの魂の中で燃え上がれないなんて！
憧れに燃える唇も
別れなければならないなんて！

口づけで私の存在が溶け出さないなんて
あなたの唇に強く押し付けられる時
公言を許されないあなたの心臓は
私のために脈打っているのです！

Bald schlaf ich ihn,den langen Schlummer,
Der mich erlöst von allem Kummer.”

Die grünen Bäume rauschen dann:
“Schlaf süß, du guter,alter Mann;”
Die Gräser lispeln wankend fort:
“Wir decken seinen Ruheort;”

Und mancher liebe Vogel ruft:
“O laßt ihn ruhn in Rasengruft!”
Der Alte horcht,der Alte schweigt,
Der Tod hat sich zu ihm geneigt.

Heimliches Lieben D922

O du, wenn deine Lippen mich berühren,
Dann will die Lust die Seele mir entführen.
Ich fühle tief ein namenloses Beben
Den Busen heben.

MeinAugeflammt,GlutschwebtaufmeinenWangen;
Es schlägtmeinHerz ein unbekannt Verlangen;
MeinGeist,verirrt in trunkner Lippen Stammeln
Kann kaum sich sammeln.

Mein Leben hängt in einer solchen Stunde
An deinem süßen,rosenweichen Munde,
Und will,bei deinem trauten Armumfassen
Mich fast verlassen.

O! daß es doch nicht außer sich kann fliehen
Die Seele ganz in deiner Seele glühen!
DaßdochdieLippen,die voll Sehnsucht brennen,
Sich müssen trennen!

Daß doch im Kuß' mein Wesen nicht zerfließet
Wenn es so fest an deinen Mund sich schließet
Und an dein Herz,das niemals laut darf wagen
Für mich zu schlagen!
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Chanson de printemps

Viens,enfant,la terre s'éveille
Le soleil rit au gazon vert!
La fleur au calice entr’ouvert
Reçoit les baisers de l’abeille.

Respirons cet air pur!
Enivrons-nous d’azur!
La-haut sur la colline
Viens cueillir l’aubépine!
La neige des pommiers
Parfume les sentiers.

Viens,l’enfant,voici l’hirondelle
Qui passe en chantant dans les airs,
Ouvre ton âme aux frais concerts
Éclos sous la feuille nouvelle.

Un vent joyeux,la-bas,
Fremit dans les lilas,
C’est la saison bénie,
C'est l’amour,c’est la vie!
Qu’un fleuve de bonheur
Inonde notre coeur.

Viens, l’enfant, c’est l’heure charmante
Ou l’on voudrait rever a deux,
Mêlons nos rêves et nos voeux
Sous cette verdure naissante.

Salut règne des fleurs
Des parfums,des couleurs,
Les suaves haleines
Voltigent sur les plaines,
Le coeur epanoui
Se perd dans l’infini.

春の歌

おいで 愛しい人 大地は目覚め
太陽が緑の芝に笑いかけている！
花はその蕾を半ば開いて
蜜蜂の口づけを受けている

吸い込もう この澄んだ空気を！
酔おう 紺碧の空に！
あの丘の向こうへ
山査子の花を摘みに行こう！
雪のように白い林檎の花が
小径に香りを漂わせている

おいで 愛しい人 燕が
大空を歌いながら飛んでいく
爽やかな楽興の時に 君の心を開いて
若葉の下で花開いて

陽気な風が 向こうで
リラの花の中でそよいでいる
まさに祝福された季節
これこそ愛！これこそ人生だ！
幸せの波が
ぼくらの心に溢れるがいい

おいで 愛しい人 いまは魅惑の時
ふたりで夢見る時
ぼくらの夢と願いを溶かし合おう
萌え出でる緑の下で

こんにちは 花と
香りと色彩の王国よ
柔らかな吐息が
野辺に飛び交う
花開いた心は
無限のかなたへ消えてゆく
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夕暮れ

ほら 夜の庭が花開こうとしている
輪郭も 色も 音も 定かな形を失う
ごらん 最後の光が君の指輪で消えかけている
恋人よ 聞こえないか 死んでいく何かが？

僕の額に 澄んだ水のような君の
爽やかな手を置いてくれ

僕の目に 花のように優しい
君の手を置いておくれ

ひそやかな涙を味わう僕の魂が
君の帯に咲く誠実で青白い百合となるように！

憐れみは こんな風に僕らの上に指を置く
この地上に立ち昇るありとあらゆるため息は
陶酔した僕の心が物語っているよう
空を見上げた 悲しくも優しい君の瞳に！

歌曲集《メタモルフォーゼ》
かもめの女王

かもめの女王 私の孤児
お前は薔薇色だったね 覚えているよ
かつてのお前の
薄いモスリンの喪服の下で

困らせても口づけを愛する薔薇
お前は私の手に身を委ねた
薄いモスリンの
絆のヴェールの下で
赤くなれ 私の口づけがお前を暴く
大通りの分かれ道で捕えられたかもめ

かもめの女王 私の孤児
お前は私の手に身を委ねて 赤く染まっていた
モスリンの下で薔薇色に
覚えているよ

Soir op.83-2

Voici que les jardins de la nuit vont fleurir.
Les lignes,les couleurs,les sons deviennent vagues;
Vois! le dernier rayon agonise à tes bagues,
Ma soeur,entends-tu pas quelque chosemourir?

Mets sur mon front tes mains fraîches
comme une eau pure,

Mets sur mes yeux tes mains douces
comme des fleurs,

Et quemon âme où vit le goût secret des pleurs,
Soit comme un lys fidèle et pâle à ta ceinture!

C’est la pitié qui pose ainsi son doigt sur nous,
Et tout ce que la terre a de soupirs qui montent
Il semble,qu’à mon coeur enivré,le racontent
Tes yeux levés au ciel,si tristes et si doux!

《Métamorphoses》
Reine des mouettes

Reine des mouettes, mon orpheline
Je t’ai vue rose, je m’en souviens
Sous les brumes mousselines
De ton deuil ancien.

Rose d’aimer le baiser qui chagrine
Tu te laissais accorder à mes mains
Sous les brumes mousselines
Voiles de nos liens.
Rougis, rougis mon baiser te devine
Mouette prise aux nœuds des grands chemins.

Reine des mouettes, mon orpheline,
Tu étais rose accordée à mes mains
Rose sous les mousselines
Et je m’en souviens.
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C’est ainsi que tu es

Ta chair, d’âme mêlée,
Chevelure emmêlée,
Ton pied courant le temps,
Ton ombre qui s’étend
Et murmure à ma tempe
Voilà, c’est ton portrait,
C’est ainsi que tu es,
Et je veux te l’écrire
Pour que la nuit venue,
Tu puisses croire et dire,
Que je t’ai bien connue.

Paganini

Violon hippocampe et sirène
Berceau des coeurs coeur et berceau
Larmes de Marie Madeleine
Soupir d’une reine
Echo.

Violon orgueil des mains légères
Départ à cheval sur les eaux
Amour chevauchant le mystère
Voleur en prière
Oiseau.

Violon femme morganatique
Chat botté courant la forêt
Puit des vérités lunatiques
Confession publique
Corset.

Violon alcool de l’âme en peine
Préférence muscle du soir
Épaules des saisons soudaines
Feuille de chêne
Miroir.

君はこんなふう

魂が混ざった体
もつれた髪
時を追う君の足
影は長くのび
耳元で囁く
ほら これが君の顔
君はこんなふうだ
私は君に書いてやりたい
夜が来たら
君は信じて言えるだろう
私が君をよく知っていた事を

パガニーニ

ヴァイオリン 海馬とセイレン
心のゆりかご 心とゆりかご
マグダラのマリアの涙
女王のため息
こだま

ヴァイオリン 軽やかな手の誇り
水上へ馬で出立
神秘にまたがる愛
祈る盗人
小鳥

ヴァイオリン 身分違いの女
森をかける長靴をはいた猫
奇妙な真実の井戸
公開懺悔
コルセット

ヴァイオリン 悩む心のアルコール
夕方の筋肉偏愛
唐突な季節の肩
柏の葉
鏡
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ヴァイオリン 沈黙の騎士
幸福から逃れたおもちゃ
無数の列席者の胸
遊覧船
狩人

静かな午後

青々と茂る草に ふわりと置かれている君の手
指先は薔薇色に透けている
君の瞳が穏やかに微笑む
草地は煌めきながらぼんやりと霞む
“光が散っては集まる波のような空の下で”
僕らの巣のまわりには 見渡す限り
金色のキンポウゲの野原が銀色に縁取られ
プリムラがサンザシの生け垣を囲んでいる
“砂時計のように秘かな 目に見える静寂”

光差し込む茂みの奥にうかぶトンボは
空から垂れてきた青い糸のよう
翼をもった時が天上から僕らのもとへ
ああ！心から抱きしめよう 不滅の力で
この親密に寄り添う言葉にできない時を
ふたりが織りなす静寂は 愛の歌となった

救いと祝福が

救いと祝福が
いついかなる時も
我らの上に在るように
望みに満ちて豊かに

正義と忠実は
親密に口づけを交わし合う

Violon chevalier du silence
Jouet évadé du bonheur
Poitrine des mille présences
Bateau de plaisance
Chasseur.

Silent Noon

Your hands lie open in the long fresh grass,
The finger points look through like rosy blooms:
Your eyes smile peace.
The pasture gleams and glooms
‘Neath billowing skies that scatter and amass.
All round our nest,far as the eye can pass
Are golden kingcup fields with silver edge
Where the cow-parsley skirts the hawthorn hedge.
‘Tis visible silence, still as the hour glass.

Deep in the sunsearched growths the dragon-fly
Hangs like a blue thread loosened from the sky:
So this winged hour is dropt to us from above.
Oh! clasp we to our hearts, for deathless dower,
This close-companioned inarticulate hour
When twofold silence was the song of love.

Heil und Segen

Heil und Segen
Soll und muss zu aller Zeit
Sich auf unsre Obrigkeit
In erwünschter Fülle legen,

Dass sich Recht und Treue müssen
Miteinander freundlich küssen.
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プロフィール

岩手県出身。岩手県立不来方高等学校普通科芸術学系音楽コース・東京芸術大学音
楽学部声楽科卒業、同大学院修士課程・博士課程では20世紀のフランス歌曲作品を
研究し、博士号を取得。アカンサス音楽賞、同声会賞、三菱地所賞受賞。同声会新
人演奏会、読売新人演奏会出演。在学中、日仏声楽コンクール優勝、日本ドイツリ
ートコンクール優勝・文部科学大臣奨励賞・日本R.シュトラウス協会賞受賞、日本
音楽コンクール（歌曲部門）入選。バッハやヘンデル等のバロック時代の作品を演
奏するバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)のソリストおよびアンサンブルメンバー
として国内外の公演や録音に数多く参加。ブレーメン音楽祭やラインガウ音楽祭、ラ
イプツィヒ・バッハ音楽祭でソリストを務めた他、カナリア諸島音楽祭(スペイン)
や、モンテヴェルディ作曲オペラ《ポッペアの戴冠》(新国立劇場)では急遽代役を務
め、喝采を浴びた。2020年3月に行われたBCJのヨーロッパツアーは新型コロナウィ
ルスの感染拡大の影響を受けてツアー途中で中止を余儀なくされたが、滞在先のド
イツ・ケルンよりバッハ作曲《ヨハネ受難曲》が無観客で全世界同時ライブ配信さ
れ、急遽ソプラノソリストを務めた。日本演奏連盟主催のリサイタル・シリー
ズ、NHKクラシック倶楽部、リサイタル・ノヴァ、東京オペラシティ「B→C」出
演。東京藝術大学非常勤講師。

奈良県出身。東京藝術大学大学院修士課程を首席で修了、クロイツァー賞受賞。ロ
ーム ミュージック ファンデーションの奨学生としてケルン音楽大学に留学、国家演
奏家試験に合格。2002年第1回名古屋国際音楽コンクールピアノ部門第1位。2007
年第5回東京音楽コンクールピアノ部門第1位および聴衆賞受賞。秋山和慶氏指揮東
京交響楽団はじめ、多くのオーケストラと共演。とりわけバッハと近現代作品に親
しみを持つ。イギリス組曲（全6曲）やゴルトベルク変奏曲など、バッハの作品によ
るリサイタルを行うほか、「音の遊び」「音の万華鏡」と題した、バロックから現
代までのさまざまな作品をテーマに沿って組み合わせたリサイタルが好評を博して
いる。現在、バッハの「平均律クラヴィーア曲集」についてのお話と演奏によるシ
リーズ講座を継続中。また、室内楽・歌曲伴奏にも定評があり、多くの演奏家から
信頼を得る。東京オペラシティ『B→C』、東京・春・音楽祭等に出演。クラウディ
オ・ソアレス、迫昭嘉、ニーナ・ティシュマン、アントニー・シピリの各氏に師
事。東京藝術大学非常勤講師を経て、現在、国立音楽大学および東京学芸大学非常勤講
師。日本ショパン協会会員。全日本ピアノ指導者協会正会員。

松井 亜希 ソプラノ
Aki Matsui, Soprano

山田 剛史 ピアノ
Takashi Yamada, Piano


