～プログラム～
1.

池田 由紀子(Sop) 門脇 郁香里(Pf)

――――――歌劇 ミニヨン Mignon 第２幕より――――――
「私はティターニアよ」 ..……………. “Je suis Titania”
艶やかな宴 …....… Fete galante

トマ Thomas

ドビュッシーDebussy〔詩〕ド・バンヴィユ de Banville

夜鳴きうぐいす … Соловей (The Nightingale)

アリャビエフ Αлябьев（Aliabiev）
〔詩〕
デリヴィク Дельвиг

2.

梁取 美智雄(Bar) 門脇 郁香里(Pf)

セレナ―デ ……………… Ständchen (Seranade)

シューベルト Shubert

〔詩〕レルシュターブ Rellstab〔訳詩〕堀内敬三
喜びも悲しみも幾年月 ….. Yorkobi mo kanashimi mo ikutoshituki 〔曲・詩〕木下忠治
カタリカタリ … Catari, Catari サルバトーレ Salvatore 〔詩〕コルディフェッリ Cordiferre
〔訳詩〕 徳永政太郎

3.

沢木 美恵子(Sop) 長津 日香里(Pf)

鴎 …………………..…

Seagull

木下牧子 Makiko Kinoshita

―――――――歌劇 連隊の娘 La fille du régiment より――――――
さようなら……………… Convien partir

4.

ドニゼッティ Donizetti

大内 悟志(Composing, Pf)

Opus

坂本龍一 Ryuichi Sakamoto

彼の響き 第２番……

Ka-no Hibiki (That sound) No. 2

大内悟志 Satoshi Ouchi

心の春…………………… Kokoro no Haru (Spring of Heart)

5.

〃

〃

五十嵐 滋(Ten) 横山 美恵(Pf)

――――――5 つの歌曲 Fünf Lieder より――――――
三月の菫 ……………….. Märzveilchen (Op40-1)

シューマン Schumann
〔詩〕アンデルセン Andersen
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～プログラム～（2）
――――――冬の旅 Winterreise (Op89)より――――――
溢れる涙 ……………….. Wasserflut
春の夢

.………………. Frühlingstraum

菩提樹* ……………..… Der Lindenbaum*

シューベルト Shubert

*この曲のみ日本語で歌う。〔訳詩〕近藤朔風

6.

岡野 雅代(Sop) 横山 美恵(Pf)

――――――星野富弘詩による歌曲集「二番目に言いたいこと」
“The Second Thing I Want to Say” collection of songs より――――――
なかにしあかね Akane Nakanishi 〔詩〕 星野富弘 Tomihiro Hoshino
(1) いつだったか ………………… Itsu datta ka (When was it?)*
(2) 秋のあじさい ………………… Aki no Ajisai (Hydrangea in autumn)
(3) 山に行こう

.………………... Yama ni yukou (I’ll go to the mountain)

(4) よろこびが集まったよりも… Yorokobi ga atsumatta yorimo (More than gathered delights)
(7) 二番目に言いたいこと ….……. Nibanme ni iitai koto (The second thing I want to say)
(* 英訳は全体の曲名以外は正式なものではない。)

～休憩～（進行状況によりご来聴者とご一緒に歌います）

7.

飯島 久江(Sax) 黒澤 健(Pf)

誰かが私を見つめてる ………… Someone to watch over me

ガーシュイン Gershwin

虹の彼方へ ……………………… Over the rainbow

アーレン Arlen

花は咲く …… Hana wa saku (Flowers will bloom) 菅野よう子 Yoko Kanno〔詩〕岩井俊二

8.

小野 弘道(Ten) 門脇 郁香里(Pf)

夢のあとに ………… Apres un reve (After a dream)

フォーレ Faure
〔詩〕ビュスィーヌ Bussine

――――――歌劇 オテロ Otello より――――――
アリア「ああ、そうです。あなた方のため私は感じます」
……….…“Ah! si, per voi gia sento”
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ロッシーニ Rossini

～プログラム～（3）
9.

山本 大河(Gt)

――――――リュート組曲第 3 番 Suite in g-moll, BWV 995 より――――――
クーラント ….…………………… Courante
サラバンド ……..………………... Sarabande
ガヴォットⅠ, Ⅱ …..……...……...

10.

Gavotte Ⅰ, Gavotte Ⅱ en Rondeau

バッハ Bach

岡田 美奈子(Sop) 田中 典子(Pf)

小さな家 …………………………………….……. Ein kleines Haus

ハイドン Haydn

――――――オラトリオ 四季 Die Jahreszeiten より――――――
レツィタティーフ「さあ、暗い森にきました」…..“Willkommen Jetzt, o dunkler Hain”
アリア「なんという爽やかな感じでしょう」…...….. “Welche Labung für die Sinne!”
ハイドン Haydn

11.

脇田 優子(Vla) 横山 美恵(Pf)

ヴィオラと管弦楽のためのロマンス ….. Romanze for Viola and Orchestra, Op.85
ブルッフ Bruch

12.

横山 和美(Sop) 横山 美恵(Pf)

――――――歌劇 ロミオとジュリエット Romeo et Juliette より――――――
アリア「私は夢に生きたい」……….“Ah! Je veux vivre”

グノー Gounod

――――――歌劇 後宮からの誘拐 Die Entführung aus dem Serail より――――――
アリア「私は愛し幸せでした」…“Ach ich liebte, war so glücklich”

モーツァルト Mozart

～全員演奏～
終演後「花」ほか１曲を出演者全員で演奏します。ご来聴の皆
様もどうぞご一緒にお歌いくださいますように。
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