PROGRAMME

E. Chausson
Le colibri
Les papillons

エルネスト・ショーソン
はちすずめ
蝶々

M. Blavet (1700-1768)
Sonate op.3-3 Mi mineur

ミシェル・ブラヴェ
ソナタ 作品3-3 ホ短調

寺嶋都百 (Fl)
後藤由美子 (Pf)

A. Bachelet (1864-1944)
Chère nuit

アルフレッド・バシュレ
愛しい夜

E. Chausson (1855-1899)
Le colibri
Sérénade italienne
Le temps des lilas

エルネスト・ショーソン
はちすずめ
イタリアのセレナード
リラの花咲く頃

吉田麻佐 (Sop)
後藤由美子 (Pf)

H. Duparc
Sérénade florantine

アンリ・デュパルク
フローレンスのセレナード

中安容子 (Sop)
奥田尚子 (Pf)

アルベール・ルーセル
濡れた庭
炎

H. Duparc (1848-1933)
La vie antérieure
L’invitation au voyage

アンリ・デュパルク
前世
旅への誘い

A. Roussel (1863-1937)
Le jardin mouillé
Flammes

J-M. Damase (1928-2013)
Epigrammes et madrigaux
1. Rions, chantons, o mes amis
2. Quand vous méditez un projet

ジャン-ミシェル・ダマーズ

Cl. Debussy
Chansons de Bilitis
1. La flûte de pan
2. La chevelure
3. Le tombeau des naïades

クロード・ドビュッシー
ビリティスの歌
1. パンの笛
2. 髪
3. ナイアドの墓

D. Milhaud (1892-1974)
Poèmes juif
Chant de la pitié
Chant de forgeron
Lamentation

ダリウス・ミヨー

Ol. Messiaen (1908-1992)
Poèmes pour Mi
Paysage
Action de grâces

オリヴィエ・メシアン

I. Aboulker (1938-)
La chatte métamorphosée en femme
La cigale et la fourmi
Je t’aime

イザベル・アブルケル
女に化けた猫
セミとアリ
ジュテーム

Cl. Debussy (1865-1918)
Fête galante
Apparition

クロード・ドビュッシー
雅な宴
現れ

浅野京子 (Sop)
平石那月 (Pf)

Cl. Debussy (1865-1918)
L’archet
La fille cheveux de lin

クロード・ドビュッシー
弓
亜麻色の髪の乙女

園田裕美 (Sop)
大谷祥子 (Pf)

Fr. Poulenc (1899-1963)
Fiançailles pour rire
1. La dame d’André
2. Dans l’herbe
3. Il vole
6. Fleurs

L. Delibes (1836-1891)
Opéra Lakmé
Duo de Lakmé et Mallika

Sous le dôme épais

フランシス・プーランク
＜笑いの婚約＞

1.
2.
3.
6.

より

アンドレの奥方
草の中
彼は飛んで行く
花々

レオ・ドリーブ
オペラ＜ラクメ＞

より

ラクメとマリカの花の二重唱

分厚い花のアーチの下を

-entracte-

西畑賀世 (Ms)
清水ちひろ (Pf)

浅野京子 (Sop)
西畑賀世 (Ms)
平石那月 (Pf)

＜風刺詩とマドリガル＞

より

1. 笑おう、歌おう、おゝ友らよ
2. あなたが計画を思い巡らす時

＜ユダヤの詩＞

憐憫の歌
鍛冶屋の歌
哀歌

より

＜ミのための詩＞ より

景色
感謝の祈り

中辻邦子 (Sop)
青谷理子 (Pf)

越智一樹 (Ten)
橋本 尚 (Pf)

大橋ジュン (Sop)
吉澤友里絵 (Pf)

梅谷裕子 (Ms)
青谷理子 (Pf)

野村明代 (Sop)
後藤由美子 (Pf)

髙木ひとみ (Sop)
仙波治代 (Pf)

