
 

  
                                  

                   
 

１. 遠藤 円香（Sop.）／ 山城 柚季（Pf.） 

  はる ·················································    團 伊玖磨 (1924-2001) 

  歌曲集   《わがうた》 

    1. 序の歌 

    2. 孤独とは 

    3. ひぐらし 

    4. 追悼歌 

    5. 紫陽花 

２.        辺見 玲奈（Sop.）／ 林 亜華里（Pf.） 
《Sei melodie》（1920） ······························      R.Zandonai (1883-1944) 

《６つのメロディーエ》               R.ザンドナーイ 

     Mistero                                                                          神秘 

    Notte di neve                                  雪の夜 

     Mistica                       汚れなき女性 

     Portami via!                   私を連れて行っておくれ！ 

     Sotto il ciel                                                                                                  空の下 

     La serenata               ラ・セレナータ 

３.        渕 楓花（Sop.）／ 有岡 奈保（Pf.） 
《Deux Mélodies hébraïques》 ·······················   M.Ravel (1875-1937) 

《２つのヘブライの歌》                      M.ラヴェル       

    1. Kaddisch2.              カディッシュ（頌栄） 

2. Lʼénigme éternelle        永遠の謎 

《Trois Chansons》 

 《３つの歌曲》    より 

2. Trois beaux oiseaux du Paradis2. 

                   天国の美しい３羽の鳥 

《Cinq Mélodies Populaires Grecques》 

《５つのギリシャ民謡》 

1. Chanson de la mariée 

   花嫁の歌 

2. Là-bas, vers l’église 

   向こうの教会へ 

3. Quel galant m’est comparable 

     俺と比べられる男前は誰だ？ 

4. Chanson des cueilleuses de lentisques 

       乳香を集める女たちの歌 

5. Tout gai! 

          何と楽しい！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 浅見 聖怜奈（Sop.）／ 森田 真帆（Pf.） 

  A Chloris ·················································   R.Hahn (1874-1947) 

  クロリスに                                         R.アーン 

  Si mes vers avaient des ailes 

  もしも私の詩に翼があったなら 

  Les chemins de l’amour ························  F.Poulenc (1899-1963) 

  愛の小径                                       F.プーランク 

  Nuit d'étoiles ········································   C.Debussy (1862-1918) 

  星の夜                          C.ドビュッシー 

  Apparition 

  出現 

５. 石本 真珠（Sop.）／ 有岡 奈保（Pf.） 

  An die Musik D 547 ····························    F.Schubert (1797-1828) 

  音楽に寄せて     F.シューベルト 

  Viola D 786 

  すみれ 

６. 阿部 知花（M.Sop.）／ 寺本 佐和子（Pf.） 
    《Four songs》   Op.31 ······························   E.W.Korngold (1897-1957) 

    《４つの歌》    作品31より           ··  E.W.コルンゴルト     

    1. Desdemona’s Song                 デズデモーナの歌 

     2. Under the Greenwood Tree        緑の森の木の下で 

           4. When Birds Do Sing           鳥たちが歌う時に 

    《Despite and Still》   Op.41 ····································     S.Barber (1910-81) 

    《それでもなお》    作品41        ····            S.バーバー 

    1. A Last Song              最後の歌 

    2. My Lizard              私の蜥蜴 

    3. In the Wilderness     荒野で 

    4. Solitary Hotel        寂しいホテル 

     5. Despite and Still               それでもなお 

７. 矢島 莉紗（Sop.）／ 岩上 恵理加（Pf.） 
《V národním tónu》   Op.73 B.146 ·················     A.Dvořák (1841-1904) 

《民謡の調べで》    作品73 B.146より     A.ドヴォルジャーク 

        2. Žalo dievča, žalo trávu 

    草刈り娘がいた、草を刈っていた 

        3. Ach, není, není tu, co by mě těšilo 

                        ああ、ないの、わたしを喜ばせてくれるものはここにはないの 

              4. Ej, mám já koňa faku 

         ほら、僕は素敵な馬を持っているぞ 

《Pohádka srdce》   Op.８ ······························     V.Novák (1870-1949) 

《心のおとぎ話》    作品８     V.ノヴァーク 

                   1. Píseň melancholická                                   憂鬱な歌 

              2. „Zda není snem?  “                                           「これは夢なの？」 

              3. Večer                                                          夕方 

                    4. Podzimní nálada                     秋の気分 

                    5. „Až přejde den…“                                                     「一日が終わる時…」 

 

 

 

本演奏会は事前のお申込みが必要です。本学公式Webサイトにあります専用フォームよりお申込みください。 

お申込み開始日：6/22（火）10：00より ※お申込みは先着順とし、定員に達し次第締切とさせていただきます。 

また、演奏会開催に際しまして留意事項がございますのでチラシ裏面を事前にご確認くださいますようお願いいたします。 

※就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。※やむを得ない事情により曲目・出演者等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

2021 年度 大学院授業中間発表会 

声楽専攻２年＜歌曲＞ 

 

主催：国立音楽大学  お問合せ：国立音楽大学演奏芸術センター 042-535-9535 
 

裏面あり 

                           2021 年 7 月 1 日（木）17:00      
                    国立音楽大学講堂小ホール／入場無料 

 


