
=

垂
‐

兆

鰊鮨

一ｒ
競礁

鼈

れ

饒

■
●
一
　

■
．

デ

Ｌ



■

ヴェルディ

ヴェルディ

リスト

ヴェルディ

ロッシーニ

:ガンジスメ:‡ よう場は昇り

:力戦・ミオ姿ベン〔愛しいひとよ〕

:千の風になって

:サルビア

:荒域の漏

:マレキアーレ

:暁は光から影を

:太陽と愛

:カタリ〔つれないこ通ろ〕

:フニクリ・アニクラ

:情熱〔パッスィオーネ〕

:遇黎LO年 第2年「イタリア」ょり
“婚ホL"

:オペラ「瀬郵髄の戎麹ょり
レオノーラのアリア
“神よ、平和を与え総え"

:オペラ「セヴイリアの理髪軸 より
アィガロのカヴァティーナ
“私は町のなんでも屋 "

休憩:20分

:オペラ鴨春姫」より
ジェルモンのアリア

“プロヴァンスの梅と難"

:オペラ「イル・トロヴァトーレJょり
ルーナ畿畿 レオプーラの2重唱
“断頭金と火鶯台… 私自身が代鐘です…

らなたは私のものだ…"  (バリトン&ソプラハ

(バリトン)

に アノ・ソロ)

(ソプラノ)

(バリトン)

鐵卜畿演 大貫史鰯 (バリトン)/燿隻沙織 (ソプラカ /佐手鋳珠 (ピアプ)

1. スカルラッティ

2. ジョフレダーニ

3,新 井満

4.中 圏喜直

5.瀧 廉太壼脇

6. トスティ

7.  トスティ

8. プッチーニ

9. カルディルロ

lC  デンツァ

11. タリアフェッリ

(バリトン)

(バリトン)

(バリトン)

(ソプラノ)

(バリトン)

(バリトン)

(バリトン)

(ソプラノ)

(バリトン)

(バリトン)

(バリトン)

チャレンジカンタヽニー

ビル総合管理のパイオニア
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12タリア古則
1.スカルラッティ:ガンジス,IIよ り陽は昇り

その生涯で115曲以上のオペラ、600曲以上のカンタータ等を作曲

したスカルラッティ(1660～ 1725)の 作品。
“ガンジス川より陽は昇り、明るく輝き夜明けの涙の露を拭い去る…

2.ジヨルダーニ :カロベ オ・ベン〔愛しいひとよ〕

イタリア古典歌曲のなかで、最も多くの人々に知られている曲と言

える名曲。
“愛しい人よ せめて私を信じて 貴女なしでは 心もしばむ…"

【日本:現代～クラシック】
3.新井 満 :千の風になって

NH臨白歌合戦で歌われ全国的に有名になつた。

(日本語詞:新丼満)

“私のお墓の前で泣かないでください そこに私はいません…"

4.中 nt喜直 :サルビア

烈しく情熱的な歌曲31960年の作品。 (堀内幸枝:作詞)

“サルビア〔ま赤い花だわ その色は血の色だわ…"         噺 頭台と火刑台…私自身が代慣です…あなたは私のものだ…′'

ルーナ伯爵は、構敵マンリーコを断頭台へ、その母親アズチェーナ

5,瀧 廉太郎琉 城の月                    を火Fll台へと命撼 。そこヘレオノーラが、恋人マンリー弱の命乞い

23歳で逝つた天才が遺した、世界にlllら 橘 名作。(土井晩翠傷 電) に現れる。イ白爵はその動命は受け付けられないと怒るが、レオプーラ
“春高楼の 花の宴 巡る杯 かげさして…"            は自分の身体を代償にと申し出、伯爵はそれを受け入れる。しかし

彼女は指輪の中に入れていた轟薬を飲み、織体は提供す紛 それ

ξま死体であると心の中で呟く。そして場 の人は生きても普 る…″
と

【トスティ&プッチーニ機 その喜びを激しく歌い上げ、ルーナ伯爵は
″
お前は私のものだ…″

6.トスティ:マレキアーレ                    とその思いを歌う。

ナポリ西端の漁村マレキアーレの素晴しさを歌つた、トスティ(罐 846

～1916)の作品c

“マレキアーレに月が昇ると魚も恋をする。波がうねると喜びに色が

変わる… 月が輝いてしヽるとしヽう人は君の瞳を知らない人だ…"

7.ト ステイ:暁は光から影を

“暁は光から影を隔て、綿その憧れと快楽を隔てる…燃える瞳よ、戻

ることのない悲しい星よ・ だが私の血から暁が生まれ、短い夢から

永遠の太陽が生まれて欲しい"

8.プッチーニ :太陽と愛

1888年、音楽出版社パガニーニに献塁する為にブッチーニが自作

の詩を基に作曲した。オベラ「ラ。ボエームJの第 3幕にこの歌曲の

旋律がそのまま使用されている。
“太陽は燦燦と降り注ぐ… 愛はやさしくあなたの心を打つ… 太陽は

言う「お寝坊さん姿を見せて」、愛は言う「朝一番に考えることは、あ

なたのこと」・…パガニーニヘ、プッチーニょり"

【情熱】
9.カルディルロ:カタリ〔つれないこころ〕
自分につれなかつた女性カタリヘの消え去らない思いを歌つている。
“カタリ、何故そんな酷い言葉を言うのか… 全て終わつてしまつた。

君は思い直してはくれない"

lQデンツア:フエクリ。フエクラ

ナポリの名所のひとつヴェスヴィオス火山、そこを走る登山電車、そ

の名は「フエクリ・フエクラ」。

わ

Iら鸞 l跳亀iムこう壼今1アじ量ラ事脅
けれど安全

転タリアフェッリく情熱レSッスィオー1〕

・・ 1‐・|lrl警f響
彎≒

タリアフェッリとニコラ・ヴアレンテが霧934年 に共作畿 曲.  |
“君は遠く離れているのに僕は君を近くに感じる…僕に|ま 重くは無しヽ

君ゆえに引き摺るこの十字架も… 君を求め、君を想い、君を呼ふ
君を見て、君を感じ、君を夢見る… もう一年になる、この眼が安らぎ

を得られなくなつて…"

【ドラマティック機
12.ヴェルディ:ォペラ嚇 姫Jよ リ ジェルモンのアリア

“プロヴアンスの海と陸"

ヴィオレッタに裏切られた機 上するアルフレードに、父ジェルモン

は愛憶と威厳を持つて議りかける。
“プロヴアンスの海と睦をお前の心から消したのは誰だ?太陽が輝く

生まれ故郷を… お前の年老いた父がどれ程苦しんだか知らない

だろう…しかし、こうしてお前とまた会えた、神が私の願いを聞いて

くださつたのだ"

13.ヴェルディ:ォペラ「イル・トロヴアトーレJょ り

ルーナ伯離 レオノーラの2重唱

14リスト:巡礼の年 第2年「イタリアJよ り “婚ネL"

『巡礼の年』は4集れ なる作品で「イタリア」はその第 2集。フラン

ツ。リストがイタリアを旅行はた際に、様々な芸術作品から受けた印

象を基にして作曲したと言われている。
″
婚礼

″
は、ラフアエ自の名画

「婚礼Jから受けた感銘が表現されてもヽる。

15,ヴエルディ:ォペラ「運命の力」よリ レオノーラのアリア

“神よ、`F和を与え給え"

レオノーラはアルヴァー回と激しい恋に落ちていたが、インカの血

をひくこの青年との仲を彼女の父親は許せず争いになるが、鏡の

轟発で父親は絶命してしまう。逃亡する二人であつたが、離れ離れ

となリレオノーラは、山中の洞竃にある庵でひとり静かに祈りの生活

を送つていた。夜の間のなか月が照り、洞窟の中から蒼ざめやつれ

たレオノーラが姿を現し、苛酷な運命にもであそばれた自分の半生

を思いながら、アルヴァーロヘの愛を歌う。
“神よ、平和を与え給え 1苛酷な運命は私を苦しめる 私|ま今もあの

方を愛し、これからも…アルヴアー日、愛しています…神様、私を死

なせてください …この神聖な場所を汚すのは誰?ああ、呪わしい l"

16.ロ ッシーニ :ォペラ「セヴイリアの理髪醜 より

フィガ暉のカウァティーナ “私は町のなんでも屋"

セヴィリアの町の理髪師で、なんでも屋のフィガE10ま 田」中の人気者。
“なんでも屋のこの私に道を開けてくれ。ああ何と楽しい人生… カミ

ソリ、櫛、ハサミも揃つている… 可愛いご婦人のため、立派な紳士

のため…みんなが私を呼ぶ、フィガロ、フィガロと。一度に一人ずつ

で頼みますlfブラボT、フィガ回l私は町のなんでも屋"
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