
レクチャーコンサート 
 Concert Conférence 

プーランクと戦争 
Poulenc et la guerre 

 

構成・解説・訳詞：田崎直美 

2020年10月17日（土）17：30開演 
京都市北文化会館 創造活動室 
主催：京都フランス歌曲協会



= programme = 

Francis Poulenc(1899-1963)　 
フランシス・プーランク 

Priez pour paix 平和のために祈りたまえ 和田宏一 (Ten.) 

Bleuet　 矢車草 あべありか (Pf.) 
  

Banalités                                   《平凡な話》   肥田真莉子 (Ms.) 

1. Chansons d’Orkenise 1. オルクニーズの唄  あべありか (Pf.) 

2.  Hôtel 2. ホテル 

3.  Fagnes de Wallonie 3. ヴァロニーの沼地 

4. Voyage à Paris 4.  パリヘの旅 

5. Sanglots 5. すすり泣き 

     
Les Animaux modèles　　　　  《模範的な動物たち》より  岡本佐紀子 (Pf.) 

IV. Le Lion amoureux 4. 恋するライオン 

VII. Les Deux Coqs 7. 二羽の雄鶏 

VIII. Le Repas de midi 8. 昼食 

entracte 

Sonate pour violon et piano     《ヴァイオリンとピアノのためのソナタ》より    

2. Intermezzo  第2楽章　間奏曲  上敷領藍子 (Vl.)  ゲスト 

3. Presto tragico  第3楽章   プレスト・トラジコ   犬伏純子 (Pf.) 

Deux poèmes de Louis Aragon 《ルイ・アラゴンの二つの詩》  柚木たまみ  (Sop.) 

1. C 1. セー  犬伏純子 (Pf.） 

2. Fêtes galants 2. 雅な宴 

          

Opéra-bouffe 喜歌劇 

Les Mamelles de Tirésias          《ティレジアスの乳房》より  吉村伊都子 (Sop.)  

Air de Thérèse テレーズのアリア  あべありか (Pf.） 

“Non, Monsieur mon mari” 「いいえ、旦那様」  亭主　和田宏一 (Ten.)　
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<レクチャー①> フランス占領前後とプーランク 

 

【表 1】プーランクの活動と世界史との関連 (1938-1940年) 

 

 

⚫ 《平和のために祈りたまえ》(FP 95) 

9 月 29 日付け『フィガロ紙』2 ページ目｢平和のための祈り｣コラムに掲載 … ミュンヘン会談 

シャルル・ドルレアン(Charles d’Orléans: 1391-1465)の詩。 

フランス国王シャルル六世(1380-1422)の甥。ルイ十二世の父親 

百年戦争 (英仏間の戦争)にて 1415 年にイギリスに捕らえられ、25 年間捕虜生活を送る。 

 

＊プーランクが取り上げた歌詞は、1434 年 5 月作のバラード第一節 … 宗教的な祈りの部分 

 

⚫ 《矢車草》(FP 102) 

 1939 年 10 月作曲 … 一ヶ月前: ドイツ軍がポーランド侵攻開始(1 日)、英仏が対独宣戦布告(3 日) 

ギヨーム・アポリネール (Guillaume Apollinaire: 1880-1918)の詩集『イリヤ Il y a』(死後出版、1925 年)より 

(アポリネールは第一次世界大戦に志願して従軍。1916 年 3 月、砲弾を右こめかみに受けて負傷) 

 

⚫ 《平凡な話》(FP 107) 

 戦地から無事に戻ったプーランクが、占領地域となった自宅で作曲。アポリネールの詩。 

第 1 曲、第 3 曲、第 5 曲：『イリヤ Il y a』より 

第 2 曲、第 4 曲：拾遺集、「パリ」を連想させる詩 

    「パリはいつも私の目に涙を、私の耳に音楽をくれる」(プーランク) 

年 月日 政治史 プーランクの活動

1938 9月29日 ミュンヘン会談 歌曲《平和のために祈り給え》作曲

9月1日 第二次世界大戦勃発
10月 歌曲《矢車草》作曲

(前年12月
から5月ま
で)

芸術局後援「音楽プロパガンダ」に、バリト
ン歌手ベルナックと共に参加。外国を含め各
地でフランス音楽の演奏活動

6月2日 ボルドー第72高射砲隊に召集(従軍)

6月14日 パリ陥落

6月22日 仏独休戦協定

7月10日
ヴィシー政権成立。(ペタン元帥が
国家主席就任。共和政廃止)

7月18日 動員解除

ピアノ曲《メランコリー》作曲(8月)

9月27日 ユダヤ人取締法(ドイツ当局用)

10月3日 ユダヤ人排斥法 (ヴィシー政権)

10月9日
ペタン「国民革命」提唱　(同月
「ヨーロッパ新秩序」言及) 《愛の小径》作曲

11月 歌曲集《平凡な話 》作曲

12月13日 ラヴァル失脚

1940

1939
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<レクチャー②> 占領下フランス (1940-42年)とプーランク 

～《模範的な動物たち》を中心に～ 

 

★表現しようとしたもの：(1)「古き良きフランス」17 世紀 … ラ・フォンテーヌの世界 

(2) ヴィシー政府の奨励する「理想の社会」 … 労働・家族・祖国、カトリック 

 

【表 2】«模範的な動物たち»  Les Animaux modèles (FP 111)            (田崎 2000 :29 より) 

場面ごとの表題 題材の出典* [出版年] 

1. «夜明け»  Le petit jour  

2. «熊と二人の仲間»  L’Ours et les deux Compagnons   

3. «セミと蟻»  La Cigale et la Fourmi 

4. «恋するライオン»  Le Lion amoureux 

5. «中年男と二人の花嫁候補»  L’Homme entre deux âges et ses deux Maîtresses 

6. «死神ときこり»  La Mort et le Bûcheron   

7. «二羽の雄鳥»  Les Deux Coqs 

8. «昼食»  Le repas de midi 

(Poulenc の創作) 

Fables Ⅴ,xx [1668] 

Fables Ⅰ, I  [1668] 

Fables Ⅳ, i  [1668] 

Fables Ⅰ, xvii  [1668] 

Fables Ⅰ, xvi  [1668] 

Fables Ⅶ, xiii [1678-79] 

(Poulenc の創作) 

*ラ・フォンテーヌ (LA FONTAINE, Jean de 1621-95)の『寓話 Fables』(全 12 巻)より。(ローマ数字大文字：巻数、小文字：収録番号) 

 

【表 3】≪模範的な動物たち≫プーランク創作場面の特徴                       (田崎 2000 : 33 より) 

曲番号 プーランクによるあらすじ* 理念 

1. 
«夜明け» 

しばらくして、農民たちがアーノルフの家よりゆっくりと表れ、仕事道具を担

いで畑へ出かける。 

農業、労働 

小さな鐘が鳴り、老婦人が聖書を抱えて舞台を横切る。 カトリック 

五人の子供が突然現れて畑を荒らし、アーノルフは彼らを厳しく叱って畑から

追い出す。 

農業、(家族) 

8. 

«昼食» 
暑さと労働に疲れた農民たちが、集団でゆっくり戻ってくる。 

彼らは道具を置く。何人かが家の中に入るが長いテーブルを持って再び登場

し、料理や水差しをテーブルにのせる。 

農業、労働、 

家族 

彼らは食卓の周りを囲み、観客に向かって静止し、le Bénédicité (食前の祈り)を

唱える。 

カトリック 

エルミールは窓辺ですねているが、彼らは座り、厳かに食事を始める。 家族 

*≪模範的な動物たち≫ピアノスコア(©1942)の冒頭に記されている“Argument (梗概)”より。下線は田崎による。 

 

【譜例】〈4. 恋するライオン〉(譜例 b) とシャンソン〈アルザスとロレーヌ〉(1871年)(譜例 a) 比較 

 

(SPROUT 2013:24より) 
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<レクチャー③> 占領下フランス (1942-44年)とプーランク 

～フランス解放の希望に向かって～ 

 

  【表 4】プーランクの活動と世界史との関連 (1942-1944年) 

 

 

⚫ 《ヴァイオリン・ソナタ》(FP 119) 

作曲：ノワゼーにて、1942 年夏から 1943 年復活祭まで (1949 年改訂) 

献辞：「フェデリコ・ガルシア=ロルカ(Federico García Lorca: 1898-1936)の思い出に」 

  (1936 年スペイン内乱勃発にて、ファシストたちに捕えられ銃殺される) 

 ◎第 2楽章：「ギターのせいで夢が泣きじゃくる La guitare fait pleurer les songes」 

(ロルカ作『カンテ・ホンドの詩』(1921 年)より一節の引用) 

 

⚫ 《ルイ・アラゴンの 2 つの詩》(FP 122) 

詩の出典：『エルザの瞳 Les Yeux d’Elsa』(1942 年スイスにて地下出版されたレジスタンス詩集) 

第 1 曲〈C〉 

 1940 年 6月レ・ポン・ド・セー (アンジェ Angers 近郊。三つの橋がロワール川に架かる交通の要所)での出来事 

第 2 曲〈雅な宴〉 

 J.-A. ヴァトー(Jean-Antoine Watteau : 1684-1721)の一連の絵画「雅な宴 fêtes galantes」の皮肉 

 プーランクの指示：「ありえないくらい急速に、カフェ・コンセールの陳腐なシャンソンのスタイルで。」 

年 月日 政治史 プーランクの活動

1月20日
ドイツ、ユダヤ人問題の「最終解決」
を決定

4月17日 ラヴァルが政権復帰

7月26日
フランス警察によるユダヤ人狩り
(ヴェル・ディヴ事件)

8月8日 バレエ《模範的動物》パリ・オペラ座初演

11月11日 ドイツ、フランス残土を占領

2月2日
スターリングラードのドイツ軍が
降伏

《人間の顔》構想開始

2月16日 強制労働徴用(STO)開始

5月27日 全国抵抗評議会(CNR)結成

6月3日 フランス国民解放員会(ドゴール) 《ヴァイオリン・ソナタ》初演 (6月21日)

8月26日 英米ソ、 フランス国民解放員会承認

9月8日 イタリア降伏

12月8日 《ルイ・アラゴンの2つの詩》初演

12月29日 フランス国内軍(FFI)創設

1944 5月
《人間の顔》地下出版、《ティレジアスの乳
房》執筆再開

6月2日
フランス国民解放員会が共和国臨時政
府と改称

6月6日 ノルマンディー上陸作戦

8月19日 パリ蜂起

8月21日
ペタンとラヴァル、ドイツによって幽
閉される

8月25日 パリ解放

1943

1942
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<レクチャー④>パリ解放後のプーランク～《ティレジアスの乳房》に込められた思い～ 

【表 5】プーランクの活動と世界史との関連 (1944-1947年) 

 

プロローグ付き 2幕のオペラ・ブッファ 

台本：アポリネールの戯曲 (1917 年初演)  初演：1947 年 6月 3 日 オペラ・コミック座 (パリ) 

★プーランクによる微変更あり 

削除：プロローグの一部 (座長による「戦場の回想」)、第 1 幕第 6 場 

短縮：幕間  

舞台 (場所) の変更：ザンジバル (アフリカ東海岸沖の島 → ニースとモンテカルロ間の地中海沿岸) 

   時代設定の追加：1910～1914 年頃 *ベル・エポック末期 

 

〔物語の大意〕 

架空の町ザンジバル。ある日テレーズは「女性の役割」の放棄を宣言、乳房(赤と青の風船)を解き放つ。

髭が生えたテレーズは自らを「ティレジアス (男性の名前)」と名乗り、夫を尻目に家を飛び出す (テレー

ズのアリア〈いいえ、旦那様〉)。ザンジバルの女たちは次々とティレジアスの後に続く。残された夫(いつ

の間にか主婦の格好になっている) は、女たちが子供を産まなくなったと嘆き、男である自分が子供を作

ることを宣言、工場で一日 40049 人の子供を作る。ザンジバルは急激な人口増で食糧難に陥る。夫は食

糧配給券 (card) を配るためにトランプ(card)占い師の家に行き、将来を占ってもらう。占い師がヴェー

ルを取ると、それは優雅な姿の「テレーズ」であった。夫とテレーズの愛は再燃し、「親愛なる観客の皆

さん、子供を作りなさい」の全員合唱で幕が下りる。 

 

(1) 共有される文学世界 

 ・ギリシャ神話「ティレジアス」… オイディウス(B.C. 43 – A.C. 17/18)『変身物語 Métamorphoses』 

 ・ラブレー『ガルガンチュワ物語』(1534 年?) 

… プーランクは 1937 年にはオペラ《ガルガンチュアの青年時代》を構想していた  (実現せず) 

(2) 共有される社会問題 

 ・「産めよ増やせよ」の国家政策・プロパガンダ (ヴィシー政府以降も)  

 ・戦争の心理的傷跡   … プーランクはダリウス・ミヨーに献呈「30 年間の友情と共に」 

年 月日 政治史 プーランクの活動

1944 8月25日 パリ解放

9月9日 ドゴール組閣

10月28日 英米、共和国臨時政府を承認 《ティレジアスの乳房》完成(10月)

11月27日 《ティレジアスの乳房》プライベート初演

1945 3月23日 《人間の顔》BBCで初演

5月7日 ナチス・ドイツ降伏

日本降伏

9月2日 第二次世界大戦勃発終結
11月2日

1947 6月3日
《ティレジアスの乳房》オペラ=コミック
座初演
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【資料】プーランク《ティレジアスの乳房》

プロローグ  

 

Le Directeur 

Public, attendez sans impatience, je vous apporte une 

pièce dont le but est de réformer les mœurs. Il s’agit des 

enfants dans la famille, c’est un sujet domestique ; et 

c’est pourquoi il est traité sur un ton familier. Les acteurs 

ne prendront pas de ton sinistre, ils feront appel, tout 

simplement, à votre bon sens ; et se préoccuperont avant 

tout de vous amuser, afin que, bien disposés, vous 

mettiez à profit tous les enseignements contenus dans la 

pièce, et que le sol partout s’étoile de regards de 

nouveau-nés, plus nombreux encore que les 

scintillements d’étoiles. 

 

Ecoutez, ô Français, la leçon de la guerre et faites des 

enfants, vous qui n’en faisiez guère. Vous trouverez ici 

des actions qui s’ajoutent au drame principal et l’ornent ; 

les changements de tons du pathétique au burlesque ; et 

l’usage raisonnable des invraisemblances. Il est juste que 

le dramaturge se serve de tous les images dont il dispose, 

comme faisait Morgane sur le Mon Gibel. Il est juste 

qu’il fasse parler les foules, les objets inanimés, s’il lui 

plaît ; et qu’il ne tienne pas plus compte du temps que de 

l’espace. Son univers est sa pièce, à l’intérieur de 

laquelle il est le dieu créateur qui dispose à son gré les 

sons, les gestes, les couleurs, pour faire surgir la vie 

même dans toute sa vérité. Car la pièce doit être un 

univers complet avec son créateur. 

 

Pardonnez-moi, cher public, de vous avoir parlé un peu 

longuement, mais il y a encore là-bas un brasier où l’on 

abat des étoiles toutes fumantes ; et ceux qui les 

rallument vous demandent de vous hausser jusqu’à ces 

flammes sublimes et de flamber aussi. O ! Public, soyez 

la torche inextinguible du feu nouveau, et faites des 

enfants, vous qui n’en faisiez guère. 

 

 

 

 

 

 

座長 

観客の皆様、もうしばらくご辛抱を。これから上演

するのは皆様の道徳観念を改善する目的を持った

劇です。それは家族の中での子供に関すること、つ

まり家庭問題です。身近な調子で扱われるわけで

す。役者は陰鬱な調子をとることなく、率直に皆様

の良識に訴えます。また皆様を楽しませることに

何より専心しますので、皆様はこの劇に含まれる

教訓の全てを気分よく有効に利用することができ

るでしょう。そして空に輝く星よりずっと数多く

の新生児たちの眼差しが、地上の至る所で輝くで

しょう。 

 

フランス人の皆さん、戦争の教訓に耳を傾け、子供

を作りなさい、一人も持たない方は。ここには、劇

に付け加わり劇を引き立てる作用があります。悲

劇的な調子から滑稽な調子への変化、ありえない

ことの理にかなった使用法があります。モルガン

がジーベル山で行ったように*、劇作家はあらゆる

イマージュを自由に駆使して当然です。群集や命

のない物にしゃべらせて然るべきです。もはや時

間や空間を考慮する必要はありません。彼の領域

が彼の劇なのであり、その中で彼は創造神なので

あり、音、動作、色彩を思うがまま操って、あらゆ

る真実のなかに生命を宿すことさえできるのです。

なぜなら、劇は作者のもとで一つの完璧な宇宙で

あるべきだからです。    *アーサー王伝説より 

 

親愛なる観客の皆さん、少々話が長くなりました

ことをお許し下さい。しかし、向こうではまだ戦火

が続き、くすぶる星々が打倒されています。そして

再び星に火をともす人たちは、皆さんに、この至高

の炎に至るまで自らを高め、燃え上がることを求

めます。おお、皆さん、新しい火の消えることなき

松明となって、子供を作りなさい、一人も持たない

方は。 

*一重下線部分は、プーランクが台本に追加した部分 
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歌詞対訳 

 

Priez pour paix 

Priés pour paix, doulce Vierge Marie, 

Royne des cieulx et du monde maistresse! 

Faictes prier par vostre courtoisie 

Saints et saintes! Et prenés vostre adresse 

Vers vostre filz, requerant sa haultesse 

Qu’il lui plaise son peuple regaeder, 

Que de son sang a voulu racheter, 

En deboutant guerre qui tout desvoye! 

De prieres ne vous vueilliez lasser: 

Priez pour paix, le vray tresor de joye! 

 

Bleuet 

Jeune homme de vingt ans 

Qui as vu des choses si affreuses 

Que penses-tu des hommes de ton enfance 

 

Tu connais la bravoure et la ruse 

Tu as vu la mort en face plus de cent fois 

Tu ne sais pas ce que c’est que la vie 

 

Transmets ton intrépidité 

À ceux qui viendront 

   Après toi 

 

   Jeune homme 

Tu es joyeux ta mémoire est ensanglantée 

Ton âme est rouge aussi 

   De joie 

Tu as absorbé la vie de ceux qui sont morts près de toi 

   Tu as de la décision 

Il est 17 heures et tu saurais 

   Mourir 

Sinon mieux que tes aînés 

   Du moins plus pieusement 

   Car tu connais mieux la mort que la vie 

   O douceur d’autrefois 

   Lenteur immémoriale 

 

 

《平和のために祈りたまえ》 

平和のために祈り給え、優しき聖母マリア様、 

天の女王、世界の女主人よ! 

お心遣いによって祈らしめたまえ 

あらゆる聖人たちに! そしてとりなし給え 

あなたの御子に、救いを求めつつ 

どうか御子が民を喜びてご覧になられますように、 

御子は自らの血で民を贖わんとした 

あらゆる者の道を誤らせる戦争を退けますように! 

どうか祈りを絶やし給うな 

平和のために祈り給え、これこそが真の喜びの宝! 

 

《矢車草》 

二十歳の若者よ、 

身の毛もよだつことを見た君は 

子ども時代の大人たちをどう思うだろうか 

 

きみは勇気と手練手管を知っている 

きみは目の前で 100 回以上、死を目の当たりにした 

きみは命とは何かを知らない。 

 

きみの臆面のなさを伝えるがいい 

これから来る来者たちに 

   きみの後ろから 

 

   若者よ 

きみは陽気だ 君の記憶は血塗られている 

きみの魂も真っ赤だ 

   喜びで 

きみはきみのそばで死んだ者たちの命を吸った 

   きみには決断力がある 

17 時だ、きみは知るかもしれない 

   死ぬことを 

先達ほどはうまくはないとしても 

   少なくとももっと敬虔に 

なぜって、きみは生よりも死の方をよく知っているから 

   おお、過去の甘美さよ 

   不滅の悠久よ 
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Banalités 

1. Chanson d'Orkenise 

Par les portes d'Orkenise 

Veut entrer un charretier 

Par les portes d'Orkenise 

Veut sortir un va-nu-pieds. 

 

Et les gardes de la ville 

Courant sus au va-nu-pieds: 

« ―Qu'emportes-tu de la ville? » 

« ―J'y laisse mon cœur entier. » 

Et les gardes de la ville 

Courant sus au charretier: 

« ―Qu'apportes-tu dans la ville? » 

« ―Mon cœur pour me marier. » 

 

Que de cœurs, dans Orkenise! 

Les gardes riaient, riaient. 

Va-nu-pieds la route est grise, 

L'amour grise, ô charretier. 

 

Les beaux gardes de la ville, 

Tricotaient superbement; 

Puis, les portes de la ville, 

Se fermèrent lentement. 

 

 

 

2. Hôtel 

Ma chambre a la forme d’une cage 

Le soleil passe son bras par la fenêtre 

Mais moi qui veut fumer 

Pour faire des mirages 

J’allume au feu du jour ma cigarette 

Je ne veux pas travailler 

Je veux fumer. 

 

 

 

 

《平凡な話》 

1.〈オルクニーズの唄〉 

オルクニーズの町の門を 

馬車引きが入ろうとする 

オルクニーズの町の門を 

乞食が出ていこうとする 

 

すると町の番人たちは 

乞食をひっとらえて問いただす 

「町から何を持ち出すのだ?」 

「俺の心を全部おいて行くさ」 

すると町の番人たちは 

馬車引きをひっとらえて問いただす 

「町へ何を持ち込むのだ?」 

「結婚する僕の心です」 

 

オルクニーズにはなんと沢山の心があることか! 

番人たちは笑いに笑った。 

乞食よ、道は灰色(grise)で陰気だ、 

馬車引きよ、恋はうっとり(grise)だな。 

 

町の立派な番人たちは 

見事な足さばきで踊った。 

やがて町の門は 

ゆっくりと閉まる。 

 

 

 

2.〈ホテル〉 

私の部屋は鳥かごの形 

太陽は窓から腕を差し入れる 

だけど私は煙草を吸いたい 

蜃気楼を作るために 

太陽の火で煙草に火をつける 

仕事をしたくない 

煙草を吸いたい 
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3. Fagnes de Wallonie 

Tant de tristesses plénières 

Prirent mon cœur aux fagnes désolées 

Quand las j'ai reposé dans les sapinières 

Le poids des kilomètres pendant que râlait le vent 

d'ouest 

J'avais quitté le joli bois 

Les écureuils y sont restés 

Ma pipe essayait de faire des nuages 

Au ciel 

Qui restait pur obstinément 

Je n'ai confié aucun secret sinon une chanson 

énigmatique 

Aux tourbières humides 

Les bruyères fleurant le miel 

Attiraient les abeilles 

Et mes pieds endoloris 

Foulaient les myrtilles et les airelles 

Tendrement mariée 

   Nord 

   Nord 

La vie s'y tord 

En arbres forts 

   Et tors 

La vie y mord 

   La mort 

A belles dents 

Quand bruit le vent 

 

 

4. Voyage à Paris 

Ah ! la charmante chose 

Quitter un pays morose 

Pour Paris 

Paris joli 

Qu’un jour dut créer l’Amour 

 

 

 

 

3.〈ヴァロニーの沼地〉 

あまりの全き悲しみが 

荒れ果てた沼地でぼくの心を捉えた 

もみの林の中で、疲れ果てて休んだ時だった 

何キロも歩いた重たい身体で その間中 

西風があえいでいた 

ぼくは美しい森を去ってきたのだ 

リスたちはそこに留まった 

ぼくのパイプは雲を作ろうとした 

空に 

しかし空は執拗なまでに澄んだままであった 

ぼくは秘密を全く打ち明かさなかった、 

ある謎めいた歌以外は 

湿った泥炭で 

ヒースの花は蜜の香りを放ち 

ミツバチたちを引き寄せている 

そしてぼくの痛む足は 

ブルーベリーやコケモモの低木を踏みつけていた 

優しく調和しながら 

   北国よ 

   北国よ 

生命がそこでは捻じ曲がる 

   強く 

   曲がった木となって 

そこでは生命が食む 

   死を 

がつがつと 

風が音を立てるとき 

 

 

4.〈パリへの旅〉 

ああ、魅力的なこと 

陰気な土地を飛び出して 

パリへとむかう 

美しいパリ 

ある日愛の神が創造したに違いない 
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5. Sanglots 

 Notre amour est réglé par les calmes étoiles 

Or nous savons qu'en nous beaucoup d'hommes 

respirernt 

 Qui vinrent de très loin et sont un sous nos fronts 

 

C'est la chanson des rêveurs 

Qui s'étaient arraché le cœur 

Et le portaient dans la main droite 

 Souvient-t'en cher orgueil de tous ces souvenirs 

 Des marins qui chantaient comme des conquérants 

 Des gouffres de Thulé des tendres cieux d'Ophir 

 Des malades maudits de ceux qui fuient leur ombre 

 Et du retour joyeux des heureux émigrants 

De ce cœur il coulait du sang 

Et le rêveur allait pensant 

A sa blessure délicate 

 Tu ne briseras pas la chaîne de ces causes 

Et douloureuse et nous disait 

 Qui sont les effets d'autres causes 

Mon pauvre cœur mon cœur brisé 

Pareil au cœur de tous les hommes 

 Voici voici nos mains que la vie fit esclaves 

Est mort d'amour ou c'est tout comme 

Est mort d'amour et le voici 

 Ainsi vont toutes choses 

Arrachez donc le vôtre aussi 

 Et rien ne sera libre jusqu'à la fin des temps 

Laissons tout aux morts 

Et cachons nos sanglots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.〈すすり泣き〉 

私たちの愛は静かな星々によって定められている 

ところが私たちは知っている、私たちのうちに多くの人が息づ

いていることを。 彼らは遠い所からやってきて、 

今では私たちの頭の中で一つになっている。 

 

これは夢想家たちの歌 

彼らは心を引き抜いて 

それを右手に持っていた 

  思い出せ、自尊心よ、それらの思い出のすべてを 

  征服者として謳歌していた水夫たちの、 

  トューレ(*1)の渦流やオフィル(*2)の穏やかな空の、 

  自らの影から逃れる呪われた病人たちの、 

  そして、幸福な移住者たちの喜ばしい帰国の思い出を 

その心からは血が流れていた 

その夢想家は思いを馳せた 

自分のもろい傷に 

  お前はこれら一連の原因を断ち切れまい 

痛々しい傷、そして彼は私たちに言った 

  これは他の原因の結果なのだ 

ぼくの哀れな心、僕の引き裂かれた心 

あらゆる人間の心に似ている 

  これが、これこそが、人生の奴隷となった私たちの手 

僕の心は愛の死、あるいは死と同然 

僕の心は愛の死、そしてほら、 

  あらゆることと同じ 

だから、あなたの心も引き裂きなさい 

  世が終わるまで、何物も自由ではないのだろう 

すべてを死者にまかせよう 

そして私たちのすすり泣きを隠そう 

 

 

(*1)古代ギリシア人、ローマ人が世界の北端と信じたところ。現在の

アイスランドやシェトランド諸島周辺。 

(*2)旧約聖書に出てくる、アラビア南西部の紅海沿岸とされる地方。

ソロモン王のもとへそこから金や宝石が届けられたことで知られ

る。 
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Deux poèmes de Louis Aragon 

1. C 

J'ai traversé les ponts de Cé 

C'est là que tout a commencé 

Une chanson des temps passés 

Parle d'un chevalier blessé 

 

D'une rose sur la chaussée 

Et d'un corsage délacé 

Du château d'un duc insensé 

Et des cygnes dans les fossés 

 

De la prairie où vient danser 

Une éternelle fiancée 

Et j'ai bu comme un lait glacé 

Le long lai des gloires faussées 

 

La Loire emporte mes pensées 

Avec les voitures versées 

Et les armes désamorcées 

Et les larmes mal effacées 

 

O ma France ô ma délaissée 

J'ai traversé les ponts de Cé. 

 

 

2. Fêtes galantes 

On voit des marquis sur des bicyclettes 

On voit des marlous en cheval-jupon 

On voit des morveux avec des voilettes 

On voit des pompiers brûler les pompons 

 

On voit des mots jetés à la voirie 

On voit des mots élevés au pavois 

On voit les pieds des enfants de Marie 

On voit le dos des diseuses à voix 

 

 

 

 

《ルイ・アラゴンの 2 つの詩》 

1.〈セー〉 

私はセーの橋(レ・ポン・ド・セー)を通り過ぎた 

そこですべてが始まった 

昔の歌は 

傷ついた騎士を語り、 

 

土手の上に咲く一輪の薔薇と 

ほどけたコルセットを語り、 

気の狂った侯爵の城と 

堀の中の白鳥を語り、 

 

永遠の婚約者が 

踊りに来る草原を語る。 

そして私は飲んだ、冷たい牛乳のように 

偽りの栄光の長いレー(物語詩)を。 

 

ロワール川は私の思いの数々を運ぶ 

転覆した車の群れとともに 

雷管の外れた武器とともに 

そして、ぬぐい切れない涙とともに 

 

おお、私のフランスよ、見捨てられた国よ 

私はセーの橋(レ・ポン・ド・セー)を通り過ぎた 

 

 

2.〈雅な宴〉 

自転車に乗った侯爵たちが見える 

乗馬用スカートをつけた売春婦のひもたちが見える 

ベールをつけた鼻垂れ小僧どもが見える 

消防夫たちが房飾りを焦がしているのが見える 

 

ゴミ捨て場に捨てられた言葉が見える 

大楯に掲げられた言葉が見える 

マリアの子どもたちの足が見える 

噺家たちの背中が見える 
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On voit des voitures à gazogène 

On voit aussi des voitures à bras 

On voit des lascars que les longs nez gênent 

On voit des coins de dix-huit carats 

 

On voit ici ce que l'on voit ailleurs 

On voit des demoiselles dévoyées 

On voit des voyous on voit des voyeurs 

On voit sous les ponts passer les noyés 

 

On voit chômer les marchands de chaussures 

On voit mourir d'ennui les mireurs d'œufs 

On voit périciliter les valeurs sures 

Et fuir la vie à la six quatre deux 

 

 

Les Mamelles de Tirésias 

Air de Thérèse 

 

Thérèse 

Non, Monsieur mon mari, vous ne me ferez pas faire ce 

que vous voulez. Je suis féministe, et je ne connais pas 

l’autorité de l’homme. Du reste je veux agir à ma guise, il 

y a assez longtemps que les hommes font ce qui leur plaît. 

Après tout, je veux aussi aller me battre contre les 

ennemis. J’ai envie d’être soldat, une deux, une deux. Je 

veux faire la guerre et non pas faire des enfants. Non, 

Monsieur mon mari, vous ne me commanderez plus. Ce 

n’est pas parce que vous m’avez fait la cour dans le 

Connectitut que je dois vous faire la cuisine à Zanzibar. 

 

Voix du Mari 

Donnez-moi du lard, je te dis, donnez-moi du lard. 

 

Thérèse 

Vous l’entendez, il ne pense qu’à l’amour. Mais tu ne te 

doutes pas, imbécile, qu’après avoir été soldat, je veux être 

artiste, je veux aussi être député, avocat, sénateur, 

ministre, président de la chose publique ; 

 

ガスで走る自動車が見える 

手押し車も見える 

長い鼻が邪魔な抜け目のない奴らが見える 

18 金の貨幣鋳型が見える 

 

他所でも見えるものがここで見える 

非行にはしる娘たちがみえる 

チンピラどもが見える 覗き魔が見える 

橋の下で溺死人が流れていくのが見える 

 

靴屋たちが操業停止しているのが見える 

検卵係が退屈して死にそうなのが見える 

確かな価値が危機に瀕しているのが見える 

そして人生がかくもぞんざいに過ぎ去っていく 

 

 

オペラ=ブッファ《ティレジアスの乳房》 

テレーズのアリア 

 

テレーズ 

いいえ、旦那様、私をあなたの思い通りにはできませんわ。

私はフェミニストですから、男の権威など認めません。 

これからは自分の好きなように生きたいの、これまでずっと

男性が好き勝手にしてきたように。 

つまり、私も敵と戦いたい。兵士になりたい、イチ、ニッ、

イチ、ニッ。私は戦争をしたい、子供なんか生みたくない。

旦那様、これからはもう私に命令することはできません。あ

なたがコネチカットで私を口説いたからではなく、ザンジバ

ルであなたのために台所仕事をしなきゃいけないからよ。 

 

夫の声 

ベーコン持ってきておくれ、おーい、ベーコンだ。 

 

テレーズ 

ねぇ、あの人ったら愛しあうことしか考えないんだから。 

馬鹿げてるわ、兵士になった後は芸術家になりたいし、代議

士、弁護士、上院議員、大臣、国務大臣になりたいのに。 
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et je veux, médicin physique ou bien psychique, diafoirer 

à mon gré l’Europe et l’Amérique. Faire des enfants, faire 

la cuisine, non c’est trop ; je veux être mathématicienne, 

groom dans les restaurants, petit télégraphiste, et je veux, 

s’il me plaît, entretenir à l’an cette vieille danseuse qui a 

tant de talent. 

 

Voix du Mari 

Donnez-moi du lard, je te dis, donnez-moi du lard. 

 

Thérèse 

Vous l’entendez, il ne pense qu’à l’amour. Mais il me 

semble que la barbe me pousse. Ma poitrine se détache. 

Ah ! 

Envolez-vous, oiseaux de ma faiblesse. Comme c’est joli, 

les appâts féminins. C’est mignon tout plein, on en 

mangerait. Comme c’est joli. Ah ! Mais trêve de bêtises, 

ne nous livrons pas à l’aéronautique. Il y a toujours 

quelque avantage à pratiquer la vertu ; le vice est après 

tout une chose dangereuse. C’est pourquoi il vaut mieux 

sacrifier une beauté qui peut être une occasion de péché. 

Débarrassons-nous de nos mamelles. 

 

Mais qu’est-ce à dire, non seulement la barbe me pousse, 

mais ma moustache aussi ? Ah ! diable, j’ai l’air d’un 

champ de blé qui attend la moissonneuse mécanique. Je 

me sens viril, en diable, je suis étalon de la tête aux talons, 

me voilà taureau, me voilà torero. Mais n’étalons pas mon 

avenir au grand jour. Héros, cache tes armes, et toi, mari 

moins viril que moi, fais tout le vacarme que tu voudras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから私は医者か精神科医になってヨーロッパとアメリカ

で思いっきり汗を流すの。子供を産んだり食事の支度はもう

沢山だわ。私は数学者になりたいし、レストランのウェイト

レス、可愛い電信技士にもなりたい。それから気が向いた

ら、一年間だけこの年取った才能豊かなバレリーナを囲う

の。 

 

夫の声 

ベーコン持ってきておくれ、おーい、ベーコンだ。 

 

テレーズ 

ねぇ、あの人ったら愛しあうことしか考えないんだから。あ

ら、私に顎髭が生えてきたみたい。乳房が外れていく。 

あぁ! 

飛んで行け、私の弱さの小鳥よ。女性の誘惑はなんてきれい

なんだろう。可愛くてふっくらしてて食べてしまいたい。な

んてきれいなんだろう。あぁ！でも冗談はほどほどにしなけ

れば。空の上では生活できないのだから。 

美徳を行うことには、いつもなにかしら見返りがある。 

悪徳は、要するに危険なこと。だから、罪を犯しかねない美

しさを犠牲にする方がいいのね。 

さぁ、乳房をさっさと捨ててしまいましょう。 

 

あら、どうしたことかしら、顎髭だけでなく口髭も生えてき

た、あぁ! まぁ、私の顔は機械で刈り入れを待つ麦畑みたい

だわ。私はひどく男性的な感じ、頭から足先まで好色な男な

んだ、私は牡牛、私はで闘牛士。でも自分の将来を堂々とひ

けらかさないようにしましょう。英雄たちよ、武器を隠すの

だ。そしてあなた、私より男らしくない夫よ、好きなだけ騒

ぎ立てるといいわ。 

 

 

 



〈 出演者プロフィール 〉 

ヴァイオリン　上敷領 藍子（かみしきりょう　あいこ） ゲスト出演 
東京藝術大学音楽学部首席卒業。同大学大学院修士課程修了。オランダ・マーストリヒト音楽院
首席卒業。バルレッタ国際音楽コンクール、レオポルド・ベラン国際音楽コンクール等国内外のコ
ンクールにて多数受賞。オーケストラとも多数共演。京都コンサートホール登録アーティスト、昭
和音楽大学研究員。2016年に帰国し、国内外にてソロ、室内楽、オーケストラの客演など各分野
において幅広く演奏活動をしている。YouTubeチャンネル「あいこの音楽友だち部屋」 
公式HP：www.kamishikiryoaiko.com 

構成・解説・訳詞　田崎直美 (たざき　なおみ） 
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科にて博士号 (人文科学) 取得。 2002-2005年日本学術振興
会特別研究員 (PD)。第二次世界大戦期周辺のフランス音楽を研究。財団法人花王芸術・科学財団
第11回芸術文化助成、第2回スミセイ女性研究者支援獲得。著書(共著)に、上垣豊(編著)『はじめ
て学ぶフランスの歴史と文化』(ミネルヴァ書房)より「フランスの音楽文化」(歴史の扉14)など。
日本音楽学会、国際音楽学会、日仏歴史学会、日本音楽芸術マネジメント学会各会員。現在：京
都女子大学 発達教育学部教育学科 音楽教育学専攻 准教授。 

テノール　和田宏一（わだ　ひろかず） 
京都市立堀川高校音楽科ピアノ専攻卒業後、声楽に転向。京都市立芸術大学音楽学部声楽専修卒
業。大阪芸術大学大学院博士前期課程修了。北村敏則・美山節子・川井弘子の各氏に師事。'05年
京都フランス音楽アカデミー受講。'06年日仏音楽協会＝関西主催フランス音楽コンクール声楽部
門第２位、朝日放送賞、フランス総領事賞受賞。日本音楽表現学会、関西楽理研究会、Clé de Sol
各会員。現在、久御山ハーモニー、奈良さくらコーラス各指導、マ・ノン・トロッポ伴奏ピアニ
スト、奈良佐保短期大学、大阪国際大学短期大学部、各非常勤講師。 

ピアノ　あべありか 
同志社女子大学学芸学部音楽科卒業。渡欧し、オーストリア国立グラーツ音楽大学ピアノ演奏科卒
業。同大学院ピアノ伴奏科修了。第1回PMFオーディション合格。W.クリーン、C.イヴァルデイ、
E.P.アクセンフェルト、P.コーエン、D.クーニング各氏のマスタークラス修了。オーストリア、フ
ランス、京都でソロリサイタル開催。歌曲、室内楽、合唱等様々な分野でコラボレティブ・ピアニ
ストとしても活躍。現在、滋賀短期大学、関西女子短期大学非常勤講師。 

メゾソプラノ　肥田真莉子 (ひだ　まりこ） 
大阪芸術大学卒業、同大学院を首席で修了。 三原剛、美山節子、G・Aulmann各氏に師事。奈良
市新人演奏会、浪速芸術祭新人演奏会、 ソフィア交響楽団と共演、戴冠ミサなどのソロを務め
る。日本演奏家コンクール入賞。 神戸市混声合唱団団員。 

http://www.kamishikiryoaiko.com/


ピアノ　岡本佐紀子 (おかもと　さきこ） 
大阪音楽大学卒業。1998年度文化庁芸術家在外派遣研修員としてイタリア、また2009年度ローム
ミュージックファンデーション在外研究員としてフランスにおいてコレペティトゥアとして研鑽を
積む。現在、びわ湖ホール、兵庫県立芸術文化センター、大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウ
スなどで活躍中。また歌曲の伴奏者としての活動も広げ、美しい音色と豊かな音楽性に基づいた演
奏には定評がある。大阪音楽大学非常勤講師。 

ピアノ　犬伏純子 (いぬぶし　すみこ） 

東京藝術大学音楽学部卒業。同大学院修了。土肥みゆき、安川加壽子、H.ピュイグ＝ロジェ他の
諸氏に師事。全日本学生音楽コンクール中学校の部西日本大会第1 位。大学在学中より、NHK-
FM などに出演。日本演奏連盟推薦新人演奏会に出演し、日本演奏連盟により表彰。以後、テレ
ビや各地の演奏会でオーケストラと協演する他、リサイタル、室内楽、伴奏など幅広く活動してい
る。東京藝術大学、名古屋市立菊里高等学校音楽科、大阪音楽大学の各非常勤講師を経て、現
在、滋賀大学教授。 

ソプラノ　柚木たまみ (ゆのき たまみ） 
京都市立堀川高校音楽科、国立音楽大学卒業。京都フランス音楽アカデミー、ニース国際夏期音
楽セミナーにてディプロム取得。滋賀短期大学国外研究員として渡仏、フランス国立ストラスブー
ル音楽院にて研鑽を積む。第33回全日本学生音楽コンクール西日本大会入賞。第42回フランス音
楽コンクール第３位。アンスティチュ・フランセ関西賞、フランス総領事賞受賞。2004年、2012
年にソロリサイタルを開催。 これまでに、相田照子、嶺貞子、小林真理の各氏に師事。 日本音楽
療法学会認定音楽療法士として音楽療法の臨床と研究にも携わる。現在、滋賀短期大学教授。 

ソプラノ　吉村依都子 (よしむら　いつこ） 
相愛大学音楽学部声楽科声楽専攻卒業。イタリアミラノに留学。フランチェスコ・フォルジョーネ
コンクール第1位、ヴァレンナコンクール特別賞、リヴェラ・デッラ・ヴェルズィーリコンクール
第3位受賞。安則雄馬、エディット・マルテッリ、トーマス・シルヴィア・ルイス、マルチェッラ・
レアーレ、美山節子（フランス歌曲）各氏に師事。イタリアから帰国後関西にて演奏活動を行
う。近年フランス歌曲にも研鑽を積む。 


