


2 3

“ON THE TOWN”
Music by LEONARD BERNSTEIN

The performance of this work is licensed by Schott Music Co. Ltd., Tokyo
on behalf of Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd., London

“Peter Pan” (Concert Vergion Staged)
Music by LEONARD BERNSTEIN, Lyrics by LEONARD BERNSTEIN

Narration by NINA BERNSTEIN SIMMONS from the novel “Peter and Wendy” by J. M. Barrie
The performance of this work is licensed by Schott Music Co. Ltd., Tokyo

on behalf of Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd., London

｜ごあいさつ｜

　本日は音楽研究所の演奏会「生誕100周年記念：若きバーンスタインの魅力」にお越し
いただきまして、ありがとうございます。
　レナード・バーンスタインは、20世紀アメリカを代表する音楽家のひとりです。作曲家と
しては何といってもミュージカルの傑作《ウェストサイド物語》でよく知られていますし、指
揮者としてはドイツのカラヤンと並ぶ2大巨匠として高い評価を受けていました。テレビを使っ
た音楽教育番組を開拓したのも彼ですし、晩年は若手音楽家の育成にも力を注ぎました。
多才なバーンスタインですが、亡くなって4半世紀以上たった今、作曲家としての彼の業績
が、ますます再評価されているように思います。
　今年はバーンスタインの生誕100年。彼の作品を耳にする機会も増えると思いますが、
本日は、彼がまだ若い頃の舞台作品を二つお聞きいただきます。26歳の作品で、舞台作
品としては最初の成功作となったミュージカル《オン・ザ・タウン》の音楽と、32歳の年に
初演されたものの、今世紀に入るまでほとんど忘れられていた劇音楽《ピーター・パン》です。
　演奏会形式ですが、もともと舞台作品であることを踏まえ、どちらもダンスを伴って上演
いたします。
　全曲演奏としては日本初演となる《ピーター・パン》には、本島阿佐子先生（ウエンディ）
と久保田真澄先生（フック船長）のご協力を仰ぐことができました。ダンスは松永さち代先
生のご指導の下に研鑽を積んできた学生たち。指揮は工藤俊幸先生、管弦楽はクニタチ・
フィルハーモニカーです。
　なお《ピーター・パン》では、セリフは日本語で語りますが、歌はオリジナルを尊重して
英語で歌い、日本語の字幕をつける形になります。ご了承ください。
　全く作風のちがう両作品。若きバーンスタインの幅広い才能をお楽しみください。

国立音楽大学　音楽研究所
20世紀前半アメリカ音楽 研究部門

主任　吉成　順



4 5

｜プログラム｜

第1部

ミュージカル《オン・ザ・タウン》より　L.バーンスタイン　
Musical Comedy On the Town : L. Bernstein (1918-1990)

　　序曲 Overture

　　3つのダンス・エピソード Three Dance Episodes

　　　　第 1曲　グレート・ラヴァー　The Great Lover Displays Himself

　　　　第 2曲　ロンリー・タウン：パ・ド・ドゥ　Lonely Town : Pas de Deux

　　　　第 3曲　タイムズ・スクエア：1944年　Times Square : 1944

－休憩－

第2部

劇音楽《ピーター・パン》　L.バーンスタイン
Incidental Music Peter Pan  (concert version) : L. Bernstein

コンサート・ヴァージョン全曲、日本初演
台本：N.バーンスタイン（訳：国立音楽大学音楽研究所）

  ［指揮］ 工藤俊幸

  ［歌］ 本島阿佐子（第 2部ウェンディ役）

  久保田真澄（第 2部フック船長役）

  ［ダンス］ 「バーンスタインを歌って踊ろう」講座受講生
  西田欧誼（第 2部ピーター役）

  ［振付、演出］ 松永さち代

  ［管弦楽］ クニタチ・フィルハーモニカー

｜プログラムノート｜

ミュージカル《オン・ザ・タウン》より

1944年４月18日、レナード・バーンスタインは振付師ジェローム・ロビンズとコラボレーショ
ンをして制作したバレエ『ファンシー・フリー』を披露しました。３人の水兵が24時間の上陸許
可をもらってニューヨークの街に繰り出し、素敵な女性を探し奪い合うという話でした。『オン・ザ・
タウン』は、このバレエをもっと楽しく発展させたミュージカルでした。三人の水兵たちはそれぞ
れに素敵な女性たちと出会い、楽しいひとときを満喫し、ニューヨークの街の滞在も、素晴らしい
ものになりました。もちろん24時間が過ぎれば、水兵たちは普段の軍務に戻らなければなりませ
んでした。太平洋戦争最中の話です。
さて、この『オン・ザ・タウン』はバーンスタインにとって初めてのミュージカルだったのですが、

463回の公演を記録し、成功作となりました。またフランク・シナトラが出演した映画（邦題は『踊
る大紐育』）も作られ、いまも広く親しまれています。
今回演奏されるのは、まずミュージカルの序曲。そして劇中に使われたダンス・ナンバーを再

構築して３曲からなる組曲にした〈３つのダンス・エピソード〉です。今回は序曲とダンス・エピソー
ドの第１・第３曲に、音楽に合わせたダンスも披露されます。以下は、ダンスの内容の解説では
ありませんが、『オン・ザ・タウン』音楽を、ミュージカルのストーリーの兼ね合いで説明します。
まず最初の序曲ですが、これはミュージカルの登場人物たちによって歌われる４つのナンバーを
メドレーにしたものです。まずは３人の水兵たちが期待に胸を膨らませて合唱するスイング・リズ
ムが楽しい〈ニューヨーク、ニューヨーク〉。つづいては素敵な街に魅了され、そこで意中の女性
に心が満たされている水兵ゲイビーによる〈ぼくでよかった〉。しかし彼女がいなければ所詮ニュー
ヨークは…と歌うのが〈寂しい街〉、最後は女性タクシー・ドライバーのヒルディーが水兵のチッ
プを誘惑するアップテンポの〈料理は得意〉です。
序曲に続く〈３つのダンス・エピソード〉第１曲〈グレート・ラヴァー〉は、「ミス地下鉄」に

一目惚れするロマンチックな水兵ゲイビーが彼女のために踊りを披露する自分の姿を夢想する場
面から取られています。細かいモティーフが繰り返されながら、エネルギッシュに展開されます。
第２曲〈ロンリー・タウン：パ・ド・ドゥ〉は「恋人がいなければ、この街も寂しい」と歌うバラー

ドから取られています。バーンスタインが書いた「バラード・ナンバー」としては最も美しいもの
の一つかもしれません。
第３曲〈タイムズ・スクェア：1944年〉は、日頃の海軍での任務から解放された三人の水兵

たちが期待と夢をふくらませて街へ飛び出していく時に歌う〈ニューヨーク、ニューヨーク〉のメ
ロディーを織り込んだ、賑やかな１曲です。

谷口昭弘（音楽研究所客員所員）
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｜プログラムノート｜

的には成功せず、バーンスタインの音楽を伴う『ピーター・パン』はその後2度と再演されませ
んでした。
その3年後、ディズニーが『ピーター・パン』のアニメーション映画を公開します。「星に願い
を」などの名曲を含むミュージカル映画で、目からも耳からも、ピーター・パンのイメージを人々
に定着させた名作です。
さらにその翌年、また新しい『ピーター・パン』の舞台が生まれます。我が国でも毎年のよう
に上演され、榊原郁恵さんや高畑充希さんがピーターとして飛び回った、あのブロードウェイ版
ミュージカルです。実は今回の上演に当たって調査している過程で、このミュージカルの音楽が
当初バーンスタインのものを改作して用いる予定だったらしい、ということが分かりました。バーン
スタインが手紙の中でそのことに触れているのです。もしそうなっていたら、バーンスタインの音楽
も忘れられることはなかったでしょう。でもそれは実現せず、結果としてこのブロードウェイ版ミュー
ジカルの音楽は数人の協同による新作でまとめられました。
こうして、バーンスタインの《ピーター・パン》は、歴史の彼方に消えてしまったのです。
それから半世紀。2000年代に入って状況は大きく動くことになります。アメリカの指揮者アレク
サンダー・フレイがバーンスタインの遺した自筆譜を調査し、初演時に用いられた数曲の歌だけ
でなく、実は芝居全体におよぶ伴奏音楽もバーンスタインは自分で作曲していた（けれど使われ
なかった）、ということが分かったのです。フレイはバーンスタインの草稿を整え、長年バーンスタ
インの助手を務めたシド・ラミンの協力を得て、演奏用の楽譜をまとめます。それが初めて音になっ
たのはフレイによる2005年の録音。その後2006年に舞台上演が行われ、バーンスタインの《ピー
ター・パン》はようやく全貌を明らかにしました。その後もこの作品は世界中でどんどん聴衆を
増やしつつあります。日本では、初演時から知られていた数曲の歌がこれまでにも演奏されてい
た可能性はありますが、フレイによって復元された形での全曲演奏は今回が初めてです。本来は
2時間以上かかるお芝居に伴って演奏されるのですが、今回はセリフ部分をバーンスタインの娘 
ニーナが大幅にカットし、演奏会用にまとめた「コンサート・ヴァージョン」でお届けします。
ロンドンの少女ウェンディが永遠の少年ピーターと出会い、ネバーランドを舞台に冒険を繰り広
げる物語。序曲から終曲まで長短取り混ぜて全部で34のナンバーを、短いセリフでつないでいき
ます。

劇音楽《ピーター・パン》

バーンスタインの《ピーター・パン》は、1950年、彼が32歳の時に初演されました。2つの
交響曲やミュージカル《オン・ザ・タウン》で人気作曲家として注目を集め、指揮者としても国
際的に活躍しつつあった、とても忙しい時期のことでした。
原作の『ピーター・パン』は、もともとはイギリスの作家 J.M.バリーが1904年に発表したお

芝居です。「大人になりたがらない少年」ピーターと普通の少女ウェンディをめぐる夢と冒険のファ
ンタジーは、初演されるとたちまち大人気となり、イギリスでは毎年クリスマスの頃に必ず上演さ
れるようになりました。その後バリーはこの作品を小説にし、世界中で知られるようになります。
アメリカではイギリス初演の翌年に早くも上演されているのですが、その後は数年おきに3回上
演されただけで、1928年を最後に途絶えていました。それから20年以上経ってようやくニューヨー
クで上演されることになったのです。作曲家として当時一番の売れっ子だったバーンスタインに音
楽を依頼したのも、久々の上演にかける制作スタッフの熱意の現われでした。
バーンスタインはこの作品に興味を持ち、熱心に取り組みました。歌の部分では自ら作詞もしま

した。子供むけのお芝居にふさわしく、美しく上品で分かりやすい音楽を書きました。
でも、思うようにいかないこともありました。ピーター役のジーン・アーサーとフック船長役のボ

リス・カーロフは、どちらも有名な映画スターだったのですが、二人とも歌がいま一つで、結局ピー
ターは歌わず、フックも海賊と一緒に合唱するだけ、ということになりました（ウェンディ役は新人
をオーディションで選んだので、たっぷり歌ってもらうことができたのですが）。そして何といっても、
バーンスタインが忙しすぎました。劇の音楽を全部一人で作れそうになかったため、初演では歌
の部分だけバーンスタインの曲を用い、他の伴奏音楽はアレック・ワイルダーという作曲家に頼む
ことになりました。海外で指揮の仕事が入っていたため、リハーサルと初演に立ち会うこともでき
ませんでした。
初演は1950年4月17日に行われ、成功を収めました。ニューヨーク・タイムズ紙は「今日は

[フック役 ]カーロフ氏の勝利の日」「アーサー嬢は理想的なピーター」「バーンスタインの音楽は
メロディックでカラフルでドラマティック」と絶賛しました。初演キャストによるレコード録音も行わ
れることになりました。バーンスタインは旅先から「ピーター・パンについての良いニュースがあ
ちこちから届いて、とてもうれしい。……レコーディングの前にピーター・パンを見ることは可能
だろうか？ ぜひ何か言いたいものだ。」と伝えています。決して任せっきりではなく、心配している
のです。
ニューヨーク公演に続いて、地方公演も行われることになりました。今度のフック役は歌える人

だったので、フック船長用のアリアが1曲追加されることになりました。でもこの地方公演は経済

吉成 順（音楽研究所主任）
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《ピーター・パン》中の歌

第 3 曲 私って誰？ Who am I? （ウェンディ）

第 8 曲 ネバーランド Neverland  （人魚たち）

第 9 曲 海賊の歌 Pirate Song （フック、海賊たち）

第11曲 私のおうち My House （ウェンディ）

第16曲 ピーター、ピーター Peter, Peter （ウェンディ）

第19曲 海賊の歌（再） Pirate Song Reprise （海賊たち）

第23曲 フック船長の独り言 Captain Hook's Soliloquy （フック）

第25曲 踏み板のまわり Plank Round （フック、海賊たち）

第31曲 いっしょに夢を見よう Dream with Me （ウェンディ）

ニューヨーク・タイムズによる初演の批評（写真はピーターとウエンディ）

30代のレナード・バーンスタイン

バーンスタインの《ピーター・パン》を復活したアレクサンダー・フレイ

初演のプログラム冊子

初演時のフック船長
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｜プロフィール｜

工藤 俊幸｜指揮
1966年山形県に生まれる。国立音楽大学音楽学部作曲学科卒
業。桐朋学園大学音楽学部オーケストラ研究科指揮専攻修了。指
揮を崎田俊治、黒岩英臣、飯守泰次郎各氏に、作曲を増田宏三、
島岡譲両氏に師事。1992年オーディションで選ばれ仙台フィル副
指揮者に就任。外山雄三音楽監督のもと、1996年までその任を
務める。その後一年間ベルリン・ドイツ・オペラで研修。帰国後は
全国各地のプロオーケストラを指揮する傍ら、合唱指揮者としても
NHK交響楽団定期演奏会（H.シュタイン指揮）等で二期会合
唱団の合唱指揮を務め高い評価を得た。2016年には神戸市混声
合唱団を指揮。オーケストラ指揮者としてはこれまでに山形交響楽
団指揮者、群馬交響楽団指揮者のポストを歴任し定期演奏会等に
出演する。現代音楽の分野でも定評があり、ミュージックトゥデイ、
武満徹作曲賞本選や池辺晋一郎氏、林光氏のオペラ作品の初演
を指揮。また佐藤聰明作品を指揮したCD「仄かなる闇」がカメラー
タより発売されている。国立音楽大学講師。

本島 阿佐子｜ソプラノ
国立音楽大学を首席で卒業、同大学院、ウィーン国立音楽芸術

大学、バーゼル音楽大学を修了。国際バッハ・コンクール(第１位 )、
国際シューマン・コンクール（1位なしの2位）、国際ブラームス・
コンクール（第2位）、国際マリアカラスコンクール(入選 )、　友愛
ドイツ歌曲コンクール(第1位 )、奏楽堂日本歌曲コンクール(第3
位 )を受賞。
日本国内、ヨーロッパの音楽祭等で演奏活動を行う。平成22年
度国立音楽大学長期国外研究員として1年間ニューヨークにて研
鑽を積む。

CD「Inoriいのり」「リーダー：モーツアルト＆シューベルト歌曲」
をリリース。国立音楽大学准教授。

久保田 真澄｜バス
国立音楽大学卒業、同大学院修了。94年五島記念文化財団の
奨学生として渡伊。第62回日本音楽コンクール第3位。第2回フェ
ルッチョ・タリアヴィーニ国際コンクール入選。留学中はミラノ、ス
イス、オーストリアの各地でオペラ、コンサートに多数出演。国立
音楽大学70周年記念オペラ「セビリアの理髪師」バルトロへ出演
を経て、98年藤原歌劇団に同役でデビュー。以後「ルチア」「マ
クベス」「ラ・ボエーム」「トスカ」「イル・カンピエッロ」「愛の妙薬」「ラ・
チェネレントラ」など多数出演。新国立劇場には98年開場記念公
演「アイーダ」でデビュー以来、「トゥーランドット」「ドン・ジョヴァ
ンニ」「リゴレット」「ウエルテル」「オテッロ」などに出演。その他、
08年C・ミュンフン指揮「ラ・ボエーム」やモーツァルト「レクイエム」
でのホセ・カレーラスとの共演、東京文化会館50周年記念オペラ「古
事記」に出演するなど幅広く活躍している。
藤原歌劇団80周年記念公演に出演好評を得る。本年4月には

新国立劇場「アイーダ」に出演予定。第5回五島記念文化賞オペ
ラ新人賞受賞。藤原歌劇団団員。国立音楽大学准教授。

［キャスト学生］

西田　欧誼（ピーター・パンのセリフ）
齋藤　真唯（ピーター・パンの影・ダンス）
渡邉　詞葉（ティンカーベルのダンス）
野中　幹奈（ウェンディのダンス）
浅見聖怜奈（人魚）
荒川　　麗（人魚）
村上　祐貴（人魚）
宮崎紗耶加（人魚）
中野　　翼（海賊）
盛合　　匠（海賊）
長谷川駿太（海賊）
富澤　　悠（海賊）
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｜プロフィール｜

秋貞　光里（1年生） 上原梨華子（1年生） 大喜多柚穂（1年生） 豊田奈々美（1年生）

深松　加絵（1年生） 栁澤乃々佳（1年生） 浅見聖怜奈（2年生） 井澤　　智（2年生）

伊藤　英見（2年生） 上田　朔絹（2年生） 大島日菜子（2年生） 大塚　葉月（2年生）

神余　菜 （々2年生） 木下萌々香（2年生） 黒主　美香（2年生） 齋藤　真唯（2年生）

西田　欧誼（2年生） 荒川　　麗（3年生） 大平　愛理（3年生） 小林　桃子（3年生）

沢田　　友（3年生） 田中　美鈴（3年生） 野中　幹奈（3年生） 八角　百香（3年生）

平松　稚菜（3年生） 松原　　瞳（3年生） 宮﨑紗耶加（4年生） 村上　祐貴（4年生）

渡邉　詞葉（4年生） 川辺　　茜（研究員）

松永さち代｜振付・演出
舞台芸術学院ミュージカル科卒業後、ジャズダンスインストラク

ターを経て1984年、劇団四季キャッツオーディション合格。ランぺ
ルティーザ役でデビュー。2004年退団まで、「CATS」ランペルティー
ザ役、「コーラスライン」コニー役、「ライオンキング」シェンジ役、「ク
レイジーフォーユー」パッツィ役の他、「李香蘭」「ウエストサイド物語」
「エビータ」「ジーザスクライスト・スーパースター」等、海外公
演を含む、数多くの劇団四季ミュージカル作品に出演。退団後、ジャ
ズ・タップダンススタジオ「かっぱハウススタジオ」を設立。
基礎力と表現力の大切さを徹底指導し、独自のノウハウで、劇団

四季、東宝、大手制作会社制作などのミュージカル作品に多くの
生徒を送り出している。振付・ステージング作品も手掛け、最近では、
劇団四季時代の恩師、浅利慶太氏主宰の浅利演出事務所・ミュー
ジカル「李香蘭」のステージング・振付進行を担当している。

「バーンスタインを歌って踊ろう」
講座受講生

｜クニタチフィルハーモニカーメンバー（弦楽器）｜

● Concertmaster
山川奈緒子（国立音楽大学講師）

● 1st Violin
藁科　杏梨（フリー奏者）
都甲　　彩（フリー奏者）
清水ゆりか（学部2年）

織戸　香帆（フリー奏者）
安生早耶香（学部2年）

堀口　健人（フリー奏者）
牧角かのん（学部2年）

末廣　彩風（学部3年）

北原　恵理（学部1年）

● 2nd Violin
関口　太偲（大学院修士課程2年）

舘村　　結（フリー奏者）
岩田　瑞加（大学院修士課程2年）

岸井　晶子（学部2年）

恒遠　磨帆（学部3年）

花岡　美伶（学部2年）

酒地　祥太（学部2年）

藤堂　茉由（学部1年）

● Viola
三戸　　誠（国立音楽大学講師）
三品　芽生（フリー奏者）
鶴　　友見（フリー奏者）
長久保　愛（フリー奏者）
山内　陽向（フリー奏者）
青木　　光（アドヴァンスト・コース）

● Violincello
塚本　慈和（国立音楽大学講師）
田中　麻衣（学部2年）

髙根しおん（学部2年）

山田　理沙（フリー奏者）
西田　歩夢（学部1年）

鈴木佳都紗（大学院博士後期課程1年）

● Contrabass
志賀　信雄（国立音楽大学招聘教授）
鬼塚　春香（フリー奏者）
砂川　拓彌（フリー奏者）
城所　琳音（学部3年）

太田　早紀（学部1年）
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 ［演出補助］ 島岡安芸和
 ［スクリーン原画］ 吉成琴絵
 ［音楽研究所スタッフ］  ・企画：吉成順 

・台本翻訳：林千代、本島阿佐子、吉成順 
・研究：栗山和樹、谷口昭弘、池原舞、中村有里、渡辺菜月 
・演奏会運営：栗山和樹、大山未方 
・スクリーン操作：後閑綾香、蒋斯汀、ファティ・フェヒミユ 
・「歌って踊ろう」講座担当：

   松永さち代、林千代、本島阿佐子、山内のり子、川辺茜
  ・リサーチアシスタント：
    悪原至、大澤里紗、後閑綾香、蒋斯汀、鈴木佳都紗、髙柳鞠子、

樋口鉄平、ファティ・フェヒミユ

｜クニタチフィルハーモニカーメンバー（管打楽器）｜

● Flute & Piccolo
  勝田　萌里（学部3年）
● Oboe & English Horn
  吉山健太郎（学部3年）
● Clarinet & Saxophone
 1st Cl. & Es Cl.

  岩田　彩果（学部3年）
 2nd Cl. & Alt. Sax.

  宮崎　真一（フリー奏者）
 3rd Cl. & Bass Cl.

  坂本　晴香（学部3年）
● Horn
 1st  幸喜いずみ（アドヴァンスト・コース）
 2nd 橋本　　宰（学部4年）

● Trumpet
 1st 竹之下　滉（学部4年）

 2nd 山路真之介（学部2年）

 3rd 丸谷　　徹（学部4年）
● Trombone
 1st 中村　広輝（アドヴァンスト・コース）
 2nd 斉藤　　桂（学部3年）

 3rd 白井　美恭（学部3年）
● Percussion
  國分陽向子（学部3年）

  村上　和駿（アドヴァンスト・コース）
● Piano
  小山　大凱（学部3年）

ミュージカル《オン・ザ・タウン》より

● Flute & Piccolo
  髙柳　鞠子（大学院博士後期課程1年）
● Oboe
  畠山　香里（学部3年）
● Clarinet
1st & Es Cl. & Bass Cl. 

  岩田　彩果（学部3年）

 2nd  岩島　紗穂（学部2年）

 3rd  立石　春花（学部2年）
● Fagott
  織田亜由美（学部3年）

● Horn
  幸喜いずみ（アドヴァンスト・コース）
● Percussion
  國分陽向子（学部3年）

  小山　大凱（学部3年）

  村上　和駿（アドヴァンスト・コース）
● Piano & Celesta
  栗山　寮子（学部3年）

劇音楽《ピーター・パン》


