第８回ソロフェスタ

プログラム〔第一部〕
1.

テノール 五十嵐 滋

ピアノ 横山 美恵

シューマン / 〝詩人の恋〟より ［ハイネ 詩］……

2.

Schumann / Dichterliebe Op. 48

Ⅰ 美しい五月には

…………………

Im wunderschönen Monat Mai

Ⅱ 僕のあふれる涙から

…………………

Aus meinen Tränen sprießen

Ⅲ ばらに百合に鳩に太陽

…………… Der Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne

Ⅳ 君の瞳に見入る時

…………………

Wenn ich in deine Augen seh'

Ⅴ 心を潜めよう

…………………

Ich will meine Seele tauchen

Ⅵ ラインの聖なる流れに

…………………

Im Rhein, im heiligen Strome

Ⅶ 恨みはしない

…………………

Ich grolle nicht

メゾソプラノ 尾張 直美
ブッツィペッチア / ロリータ

ピアノ 浅川 みつ子
…………………………………

Buzzi-Peccia / Lolita

ヴェルディ / 〝椿姫〟より「さようなら、過ぎ去った日よ」
…………………………………Verdi / from “La Traviata”

3.

フルート 海老澤 里帆

ピアノ 川畑 陽子

ケーラー / バラのワルツ Op. 30-6 …………………………… Köhler / Valse de roses
ソプラノ 岡野 雅代
高木 東六 / 水色のワルツ
浅き春に寄せて

ピアノ 横山 美恵

(Toroku TAKAGI)

［藤浦 洸 詩］
［立原 道造 詩］

（小休止）

4.

ピアノ 平賀 邦子
バッハ / 平均律クラヴィーア曲集 第 1 巻 第 18 番 嬰ト短調
……… Bach / Das Wohltemperirte Clavier Vol. 1, No. 18 gis-moll [BWV 863]

5.

ソプラノ 沢木 美恵子

ピアノ 横山 美恵

(Makiko KINOSHITA)

木下牧子 / なにかがほら
ベッリーニ / 喜ばせてあげて

6.

………………………… Bellini / Ma rendi pur content

クラリネット 結束 寛子
カユザック / カンティレーヌ

ピアノ 横山 美恵
…………………………………

Cahuzac / Cantilene

第８回ソロフェスタ

〔第二部〕
1.

テノール 五十嵐 滋

ピアノ 横山 美恵

橋本 国彦 / お六娘
平井 康三郎 / ちびつぐみ
高田 三郎 / 市の花屋

2.

［林 柳波 作詞］
［北原 白秋 詩］
［深尾 須磨子 詩］

メゾソプラノ 尾張 直美

(Kunihiko HASHIMOTO)
(Kozaburo HIRAI)
(Toroku TAKAGI)
ピアノ 浅川 みつ子

ヴェルディ /〝運命の力〟より「神よ、平和を与えたまえ」
……………………

3.

Verdi / from “La Forza del Destino”

フルート 海老澤 里帆

ピアノ 川畑 陽子

ヘンデル / フルートソナタ ト短調 Op. 1, No. 2 HWV360
…………………………… Händel / Flute sonata g-moll
１．Larghetto

4.

２．Andante

ソプラノ 岡野 雅代

ピアノ 横山 美恵

山田 耕筰 / この道

［北原 白秋 詩］

中田 喜直 / 歌をください

［渡辺 達生 詩］

(Kosaku YAMADA)
(Yoshinao NAKATA)

（小休止）

5.

ソプラノ 沢木 美恵子

ピアノ 横山 美恵

プッチーニ / 〝ジャンニ・スキッキ〟より「私のお父さん」
……………………… Puccini / from “Gianni Schicchi”

6.

クラリネット 結束 寛子

ピアノ 横山 美恵

ハールストン / 〝特徴的な小品〟より「ささやくような歌声」、「スケルッツォ」
……………………… Hurlstone / Croon Song, Scherzo

7.

ピアノ 平賀 邦子

ショパン / バラード第 3 番変イ長調 Op.47

8.

ソプラノ 沢木 美恵子

……………………Chopin / Ballade No. 3

・ クラリネット 結束 寛子 ・ ピアノ 横山 美恵
マスカーニ / アヴェ・マリア
……………………………………Mascagni / Ave Maria
グノー / アヴェ・マリア
…………………………………… Gounod / Ave Maria

