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PROGRAM
出演/大 貫史朗 (バ リトン)栗 田真帆 (メ ゾ・ソプラノ)鈴 木綾子 (ピ アノ)

1グルーバ   聖夜

2 クリスマス  諸人こぞりて
。メドレー  アメイジング・グレイス

3 ビゼー

4ヴ ァヴィロフ

5 クルティス

6デ ンツァ

7 シユーベルト

8 メイレレス

9 ララ

赤鼻のトナカイ

ンングル・ベル

ホワイト・クリスマス

神の小羊 〔アニュス・デイ〕

カッシーニのアヴェ・マリア

忘れな草

フエクリ・フエクラ

ミューズの子

難船

グラナダ

休憩 :20分

10モーツァルト

11ヴェルデイ

12チ ヤイコフスキー

13マスネ

14ロ ッシーニ

オペラ「コシ・ファン・トゥッテJよ り

ドラベッラとグリエルモの2重唱
“私達も散歩をしましょう…・

このハートをあなたに棒げます"

オペラ「アッテイラ」よリ エツイオのアリア
“永遠の栄光の美しい頂から…・"

「四尋i」 より 12月
“クリスマス"

オペラ「ウェルテル」よリ シヤルロットのアリア
“ウェルテル!この胸のうちを誰が

言えましょうか"(手紙の歌)

オペラ「セヴイリアの理髪師」より

フイガロのカヴァテイーナ
“私は町のなんでも屋 "

PROGRAM NOTE

グルーバ :聖夜
1818年にヨセフ・モールの詞にフランツ・グルーバが作曲。
“きましこの夜 SileniNight… ,"(英語訳:ジョン・フリーマン・ヤング,

2 クリスマス・メドレー

誰もが知つているクリスマスの名曲。

① 諸人こぞりて ② アメイジング・グレイス ③ 赤鼻のトナカイ ④ ジングル・ベル ⑤ ホワイト・クリスマス

=

ビゼー:神の小羊〔アニュス・デイ〕
レノ

"レ
の女」第2幕の間奏曲で演奏される美しい旋律を持つた作品。

“神の小羊よ、世の罪を除きたもう我らを哀れみ給え―・我らに平黎を与え給だ

4 ヴァヴイロフ :カ ッチーニのアヴェ・マリア
カッチーニ(1550頃 ～1618)の作品と言われていたが、実際には1970年頃ソ連の音楽家ウラデイーミル ヴァヴィロフによつて作曲された歌曲である。
“アヴェ,マ リア・・・"

クルテイス :忘 れな草
「帰れソレンレЧを作由したクルティスの名曲。
“ツバメは旅たった、寒く太陽のない僕の国から・・・僕の可愛いいツパメも、日づけも言葉もなしに行ってしまった。僕を忘れない

で ,・ ・僕らかには君の巣がある・ ,・ "

デンツァ:フエクリ・フエクラ

ナポリの名所のひとつヴエスヴィオス火山、そこを走る登山電車、その名は「7ニクリ・フニクラ」。
“昨晩ナンニーナ、僕は登ったよ・・・そこは火は燃えているliれど安全なところ・・・ゆこう、ゆこう人のユ|へ、アニクリ・アニクラ"



シューベル ト:ミ ューズの子

文豪ゲーテの詩、音楽と詩の女神ミューズに仕える童子が、氷と雪に覆われた冬の野原を駆け巡り、草木や花々、若者や乙女に春

の到来を告げる。
“野原や森をわが歌を目笛で吹き鳴らして歩きまわれば…・広い大氷原で夢を回ずさめば…・鈍感な若者も陽気になり、かたくなな

娘も踊りだす・・・"

メイレレス :難船
ポルトガルのファドの名由のひとつ。

ま
私は夢l‐船を乗せた、それは海に浮かぶ小さな舟・`・ 水の底の舟の中で私の夢が消えて行く。・・海の本が溢れるように、私はもっ

と泣くだろう。…"

9 ララ :グラナダ

メキシコの作曲家ララは、スペインヘの憧れを恋人に語りかけるような思いで
'夢に描く土地グラナダよ、君に寄せて歌う時わが歌もジプシーの風情をおびる・

して太陽l~満 ちている―・"

1932年にこの曲を作詞・作曲した。
・'グラナダよ、瀦という土地は美しい女達と血と、そ

loモーツァルト:オペラ「コシ・ファン・トゥッテ」ょリ ドラベッラとグリエルモの2重唱
“私達も散歩をしましょう…・このハートをあなたに贈ります"

自分達の恋人の貞節を疑わないふたりの青年士官。女性に貞節なんてと鼻で笑う老哲学者。3人は賭けをすることになるが、それは

変装して相手の恋人に求愛をし、女性の心変わりを試すものであつた・…。

【ドラベツラ】
“私達も散歩をしましょう・…さっきの毒が残っているのでは一 'あ なたをからかう?・ ・・私を死なせるつもり7・ …お受け取りしま

す・…それをいただきますが、私のはあげられません、持ってないから・・・私のハートはあなたの胸に。一ああ、心も愛情も生まれ変

わった。新しい喜び…・"

【グリエルモ】
“あなたのお好きなように、あ―、死んでしまいそうです。・・私をからかっているのですか・…一緒に死にましょう・・・受け取ってください。…

このハートを贈ります。あなたの心をください・・・そこで競動してly・ るのは何?…・ああ、心も愛情も生まれ変わった。新しい喜び…・"

11 ヴェルディ:オペラ|レ ッテイラ」よリ エツイオのアリア `永遠の栄光の美しい頂から…"

フン族の王アッテイラの侵攻を阻止すべく立ち上がったローマの老将軍エツイオ。しかしアツテイラを恐れたローマ皇帝から休戦の

命令が届く。
“フン族とは体戦を―・命令か l・ ・,この絶望から相国を救わなくては…・永遠の栄光の美しい預から組先の霊が立ち上げる・・・

瀕死のコーマを誰が見分けることが出来るのか `・ ・"

12 チヤイコフスキー:「四季Jよ り 12月  “クリスマス"

チャイコフスキー (1840～ 1893) 四季Op 37 bis 。

ロシアの一年の風物を各月ごとに12の ビアノ曲で描写した作品集。音楽雑誌の企画依頼で1875年から翌年まで作曲された。12月

“クリスマス
“
はワルツのテンポとリズムを持つて書かれ、多分にバレエ音楽らしいところがある優雅な作品。

13マスネ :オペラ「ウェルテノ月 ょリ シヤルロットのアリ “ウェルテル!この胸のうちを誰が言えましょうか"(手紙の歌)

クリスマス・イヴの夕刻、家で独り手紙を読むシャルロット。旅先からのウェルテルの手紙には彼の様子が綴られている。人妻であ

る彼女は彼の愛を拒絶したが、彼の存在の大きさに気づくのであつた。手紙の中に自殺がほのめかされていることを感じた彼女は

絶望のあまり泣き崩れてしまう。
“ウェルテル、私の魂はあの人でいっぱいに、この手紙・・・「僕は独りぼっちだ」・・・どうして私は彼に護iで行くことを命じたの

か?… ・「もし僕が再び戻場なくても、僕をとがめ嗅 僕の為に泣いてくれ・・・」
Ⅲ

14 ロッシーニ:オペラ「セヴイリアの理髪師」ょリ フイガロのカヴァテイーナ “私は町のなんでも屋"

セヴィリアの町の理髪師で、なんでも屋のフイガ回は町中の人気者。
“なんでも屋の私に道を聞けてくれ。何と楽しい人生・―カミソリ、櫛、ハサミも揃っている・…可愛いご婦人のため、立派な紳士のた

め・・・皆が私を呼ぶ、アィガロ、フイガIIjと 。一度に二人ずつで・―プラボーフイガロl私は町のなんでも屋"



大貫 史朗 ぉぉぬきふみお(バ リトン)

栃木県宇都宮市出身。中央小、旭中、宇都宮高等学校卒業。東京藝術大学声楽科卒業、同大学院オペラ科修

了。沼尾弘一、名倉省三・佳子、伊藤亘行、栗林義信の諸氏に師事。在学中に安宅賞受賞、読売新人演奏会、東

京文化会館推薦音楽会に出演。第19回イタリア声楽コンコルソ優勝、ミラノ大賞受賞。

●アルド・プロッティ氏の招きでイタリアヘ留学。

●ヴェルディの生地レ・ロンコレにてヴェルディ記念演奏会に出演。

●サン・コスタンツォ劇場にてオペラ「ラ・ボエーム」のマルチェッロ役を歌い、イタリアにてオペラデビュー。

●現代を代表するバリトン歌手ジョルジョ・ザンカナーロ氏の推薦によリバスティアニーニ記念演奏会に出演。(ヴェローナ)

●ミラノ・ロゼートゥム劇場にオペラ「椿姫」(ジェルモン役)にて出演。リゴレットのタイトル・□―ルにて

イタリア・ガッララーテ音楽協会より、会のシンボルとしての称号を受ける。

●アルド・プロッティ氏より『OPttlMUS(最 上)』 の賞と金メダルを受ける。

以後、イタリア各地で「リゴレット」「椿姫」「卜ロヴァトーレ」「ドン・カルロ」等のオペラに主演。 また多くのオ

ペラ・コンサートに出演。『ヴェルディ・バリトン』と称され、その輝く美声と劇的な表現力でイタリアのオペラ・

ファンを魅了した。97年より日本に於いても活動を始め、「スプレンディド・コンサート」「ブリリアント・コンサー

ト」等、全国各地でコンサートを行い、質の高い歌と楽しいステージは好評を博している。 また、ベートーヴェ

ン「第九」やヘンデル「メサイア」等のソリストとしても活動している。 98年 CD「ブリリアント」、2000年 CD
「日本の響き」、2005年CD「オブリオ/忘却の時」をリリース。2006年からは学習院生涯学習センター等で

「オペラ歌手の舞台裏と真実」「オペラ歌手の楽屋」「ベツラ・ヴオーチェでカンテイアーモ!」 の講座も受け持

ち、話題となつている。2004年リスボン(ポルトガル)のアジュダ宮殿、2008年フォス宮殿でのコンサートに

出演。2010年3月 の日葡修好150年記念行事コンサート(ポルトガル:アジュダ宮殿)に出演。今後もヨーロッ

ノヽにおいてコンサート、オペラに出演が予定されている。銀座・王子ホールでの「スプレンデイド・シリーズ」は

毎年好評で、2011年も10月 12日 に「スプレンディドV」 の開催が決定している。

e― meilifumio@c03 itscom net

栗田 真帆 くりたまほ(メ ゾ・ソプラノ)

東京都台東区出身。東京藝術大学声楽科卒業。聖徳大学大学院音楽文化研究科博士前期課程修了。同大学

院研究生修了。声楽を高橋大海・外山浩爾らの各氏に、ビアノを遠藤郁子、和声。音楽理論を青島広志に師事。

これまでに、モーツアルト「コシ・ファン・トウツテ」「フィガ国の結婚」「魔笛」、ヴェルディ「リゴレット」、フンパー

デイング「ヘンゼルとグレーテル」、プーランク「カルメル会修道女の対話」、モンテヴェルディ「ポッペアの戴

冠」、青島広志「黒蛹賜」などのオペラに出演。艶やかな声で観客を魅了する。また、ヘンデル「メサイア」、

ヴィヴァルディ「グローリア」、ベートーヴェン「第九」、モーツアルト「ハ短調ミサ」等のソリストも務める。「メ

ゾ・ソプラノ栗田真帆による“懐かしい調べ"」 シリーズで地元での社会活動に貢献している他、酒造コンサー

ト、真田幸村まつり、磐梯高原休暇村コンサート、明治・立命館グリークラブ交歓演奏会、「メゾ・ソプラノ栗田真

帆“岩槻さわやかコンサート"」 シリーズなど各地での演奏も精力的にこなし、コンサートホールや劇場に縛ら

れることなく活動を展開している。」ソロイスツのメンバーとして新宿三井ビル・ランチタイムコンサート、「読

売愛と光の事業団」中越地震復興支援コンサート、NISSANニューイヤー・コンサートなど数多くの演奏会に

出演。第3回下町たいとう親善大使。聖徳音楽大学音楽学部講師 (オペラ・ミュージカル)。 神奈川ミュージカル

協会会員。日本声楽家協会研究員。日本声楽アカデミー会員。

鈴木 綾子 すずきぁに (ピ〃 )

国立音楽大学附属中学校、高等学校音楽科を経て、同大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。在学中、岡田

九郎記念奨学金を授与される。卒業時、読売新人演奏会、皇居桃華堂御前演奏会等に出演。在学中学内に

て、ダン・タイ・ソン氏による公開レッスン、ノヽスカル ドゥヴァイヨン氏による特別レッスンを受講。2009サイト

ウ・キネン・フェステイバル松本、若い人のための「サイトウ・キネン室内楽勉強会」に参加、自井光子氏による声

楽・ピアノデュオのマスタークラスを受講。現在、器楽・声楽・合唱等との共演、アンサンブルを中心として演奏

活動を行つている。その他にも、スタジオでの録音やライブのゲスト・ピアニスト、CM音楽の演奏等、幅広く活

躍している。これまでに、小林仁、三木香代、古代公子、故吉田文子、飛山勢子の各氏に師事。


