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2010年10月29日(金)
開場16:30開演17:00

フェリスホール(山手)

主催 フエリス女学院大学音楽学部同窓会(Fク‘ループ)

後援 フ工リス女学院大学音楽学部

協賛 白菊会/りてS/りべるて/フエリス音楽教室



シューベソルト
《お話と演奏》

ピアノのための四手連弾

オリジナルテーマによる序奏っきの変奏曲 作品82第2D.968A 

Werke fur Klavier zu vier Handen 

Varitionen uber ein Originalthema mit einer Einleitung op.82 Nr.2 D.968A 

ピアノソロ

四つの即興曲作品142D.935 Vier Impromputus op.142 0.935 

Sehnsucht Schiller 

1) Allegro moderato 

2) Allegretto 

3) Andante 

4) Allegro scherzando 

憧れ D.636

~白鳥の歌~より

愛の使い

セレナード

都会

影法師

憧れ (シラー)

Ach， aus dieses Tales Grunden， ああ、この谷底の

Die der kalte Nebel druckt， 冷たい霧のこもる中から

lくonnt'ich doch den Ausgang finden， 逃れることが出来るなら，

Ach wie fuhlt'ich mich begluckt ! ああ、私はどんなに幸せだろう l

Dort erblick' ich schone Hugel， あそこに美しい丘が

PAUSE 

歌曲

Sehensucht 0.636 

~von Schwanengesang~ 

Uebesbotschaft 

Standchen 

Oie Stadt 

Oer Ooppelganger 

対訳

Goldne Fruchte seh' ich gluhen， 

Winkend zwischen dunkelm Laub 

Und die Blumen， die dort bluhen 

Werden keines Winters Raub 

Ewig jung und ewig grun ! 永遠に若く永遠に緑の丘が見える!

Ach wie schon mus sich's ergehen 

Dort im ew'gen Sonnenschein， 

Ha杭， ich Schwingen， Hatt' ich Flugel 私に羽が、翼があったなら、

Nach den Hugeln zog' ich hin あの丘に飛んで行くのだが。

Harmonien hor' ich klingen， 美しい音楽が聞こえてくる、

Tone suser Himmelsruh' 甘美な天国の安らぎの響きが

Und die leichten Winde bringen そしてそよそよと吹く風が、

Mir der Dufte Balsam zu， 私lこかぐわしい香りを運んでくる。

Und die Luft auf jenen Hohen， 

o wie labend mus si巴sein!

Doch mir wehrt des Stromes Toben， 

Der ergrimmt dazwischen braust， 

Seine Wellen sind gehoben， 

Das die Seele mir ergraust 

金色の果実が輝いて、

暗い葉陰で招くのが見える。

あそこに咲いている草花は

冬に枯れることも決してない。

ああ、あの永遠の日光のもとは

なんとすばらしいことだろう、

そしてあの丘の上で吸う空気は

なんと気持ちのいいことだろう l

だが、その間で泡立ち怒る

この川の奔流が私を拒む。

この川の波が高まると、

私の心もぞっとする。



Einen Nachen seh' ich schwank巴n，

Aber ach ! der Fahrmann fehlt 

Frisch hinein und ohne Wanken ! 

Seine Segel sind bes巴elt

Du must glauben， du must wagen， 

Denn die Go社erleih'n kein Pfand 

Nur ein Wunder kann dich tragen 

In das schone Wunderland 

Liebesbotschaft Rellstab 

Rauschendes Bachlein 

so silbern und hell， 

eilst zur Geliebten 

so munter und schnell? 

Ach， trautes Bachlein， 

mein Bot巴seidu; 

bringe di巴Gruse

des Fernen ihr zu 

AII ihre Blumen， 

im Garten gepflegt， 

die sie so lieblich 

am Busen tragt， 

und ihre Rosen 

in purpurner Glut， 

Bachlein， erquicke 

mit k心hlend巴rFlut 

Wenn sie am Ufer， 

In 丁目umeversenkt， 

meiner gedenkend 

das Kopfchen hangt， 

tr凸stedie Suse 

mit freundlichem Blick， 

denn der Geliebte 

kehrt bald zuruck 

Neigt sich die Sonnne 

mit rotlichem Schein， 

wiege das Liebchen 

in Schlummer ein 

Rausche sie mulmernd 

in suse Ruh， 

flustr巴ihr Traume 

der Liebe zu 

Standchen Rellstab 

Leise flehen meine Lieder 

durch die Nacht zu dir; 

in den stillen Hain hernieder， 

Liebchen， komm zu mir ! 

円心sterndschlanke Wipf巴1rauschen 

in des Mondes Licht; 

des Verraters f巴indlichLauschen 

f心rchte，Holde， nicht 

小船が一般揺れている、 I Horst die Nachtigallen schlagen ? ナイチンゲールの歌声が聞こえますかつ

ああ!ナイチンゲールもあなたに、しかしああ!船頭はいない、 I Ach! sie flehen dich， 

元気よく飛び込め、ためらわずに Imit der Tone susen Klagen 

その帆は生気にみなぎっている。 Iflehen sie fur mich 

甘く嘆くような歌声で

僕に代わって頼んでいるのです。

信頼するのだ、思い切ってやるのだ、 I Sie verstehn des Busens Sehnen， ナイチンゲールlこも胸の憧れが分かるのです、

愛の苦しみを知っているのです、神々 は保障を与えはしない、 I kennen Liebesschmerz， 

奇跡だけが、おまえを無事に I ruhren mit den Silbertonen あの銀の調べによって

あの美しいすばらしい国ヘ送り届ける。 Ijedes weiche Herz . 感じやすい心をみな感動させるのです。

愛の使い (レルシュタープ)

銀色に明るく輝き、

ざわめく小}IIよ、

元気よく急いで

恋人のところへ行ってくれるかい?

ああ、仲良しのJj¥JIIよ、

僕の使者になって、

遠く離れた僕の便りを

あの人に伝えておくれ。

あの人が

やさしく胸に差す

庭の花々 を

一つ残らず、

そして真紅にもえる

彼女の蓄積も、

小}IIよ、冷たい水で

生気づけてやっておくれ。

川岸をあの人が、

夢lこ沈み、

首をかしげて、

僕を想いながら歩む時、

やさしく見つめて

いとしい人を慰めておくれ、

僕はまもなく

戻るから、とね。

太陽が赤く輝いて

沈む時、

あの人を

眠らせてやっておくれ、

さざめきで甘い安らぎに

いざなっておくれ、

愛の夢の数々 を

あの人lこささやいてやっておくれ。

セレナード (レ)~:;ュヲブ )

そっと歌う僕の願いは

夜の中をあなたの許へ。

静かな森の中に下りて来て下さい、

愛する人よ、僕のところへl

ささやくように細い梢が

月光の中でざわめいています。

悪意をもって聞き耳を立てる者がいるなどと

心配することは、かわいい人よ、ありません。

Lass auch dir die Brust bewegen， 

Liebchen， hore mich ! 

Bebend harr ich dir entgegen ! 

Komm， begl心ckemich ! 

Die Stadt Heine 

Am fernen Horizonte 

巴rsch巴int，wie ein Nebelbild， 

die Stadt mit ihren T心rmen，

in Abenddammrung geh心Ilt

Ein fe山川町 Windzugkrauselt 

di巴grau巴wasserbahn;

mit traurigem Takte rude内

der Schiffer in meinem Kahn 

Die Sonne hebt sich noch einmal 

leuchtend vom Boden empor 

und zeigt mir jene Stelle， 

wo ich das Liebste verlor 

Der Doppelganger Heine 

あなたも胸の感動を抑えずに、

愛する人よ、僕の言葉を聞いて下さい1

震えながらあなたを待っているのて・すl

来て下さい、僕を幸せにして下さい!

都会 (ハイネ)

遠い地平線沿いに

幻の影のように、

潜のいくつも立った都会が、

タ閣に包まれて現れる。

一陣の湿っぽい風が吹き、

灰色の水面にさざ波を立てる。

僕の小船で船頭が

悲しげな拍子で舵を擢を操る。

太陽がもう一度

地平線から光り現れ、

僕が最愛のものを失った

あの場所を僕に照らし出すのだ。

影法師 (ハイネ )

Still ist die Nacht，es ruhen die Gassen， 夜が静かだ、町並みは安らっている、

in diesem Hause wohnte mein Schatz; この家に僕の恋人が住んでいた。

sie hat schon langst die Stadt verlassen， 彼女はずっと前に町を去ったが、

doch steht noch das Haus 家は相変わらず

auf demselben Platz . 同じところに立っている。

Da steht auch ein Mensch そこにも人が一人いて、

und starrt in die Hohe 空虚を見つめ

und ringt die Hande vor Schmerzensgewalt; 激しい苦痛に組んだ手をよじっている。

mir graust es， wenn ich sein Antlitz sehe 僕はその顔を見て、ぞっとする

der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt 月が照らし出したのは僕自身の顔なのだ。

Du Doppelganger， du bl剖cher印刷le! おまえ影法師よ!青島嚇しゅ問よl

Was affst du nach meine Liebesleid， どうしておまえは真似るのか、 ¥1¥

das mich gequalt auf dies巴rStelle 昔、夜毎夜毎この場所で 号

so manche Nacht， in alter Zeit? 僕をさいなんだ愛の苦しみを?

訳。石井不二雄



プロフィール

辛島 輝治 (ピアノ・お話)

1959年東京義術大学を卒業。在学中は田村宏氏に師事。

61年東京にてデビ、ユー・リサイタJレ。64年旧西ドイツ給費留学生として渡独、

ベルリン国立音楽大学に留学し67年に同大学を卒業。ゲルハルト・ブツヘルト氏に師事。

帰国後68年に東京にて6固にわたりシユーべJレトのピアノ曲連続演奏会を開催。

80年イタリーのボジ白ターノにてウィルヘルム・ケンブ氏主宰のべートーヴiエンチクルスlこ参加。

78年にシューベルト没後150年記念リサイタル。86年シューベルトチクルス。

97年シューベルト生誕200年記念の「リサイタルと室内楽の夕べjを開催。

98年日本ショJi.ン協会主催のリサイタル。2002年日本語律師協会のリサイタル。

リサイタル活動と合わせてこれまでに、バリトン歌手ゲルJ¥Jレト・ヒッシュ氏、中山悌一氏ほか多数の声楽家、

ヴァイオリニスト豊田耕児氏、宗倫匡氏、黒沼ユリコ氏、チエリスト青木十郎氏、堤剛氏らと全国各地で共演。

日本音楽コンクールを初め、多数のコンクールの審査員を務める。2004年3月に東京芸術大学退官。

2005年5月、2006年5月に東京文化会館にてシューベルト・アーベント。

2006年春、初めてのCDrシューベルトのピアノソナタJ2006年秋CDrシユーベJレトのピアノソナタj

2009年秋「シューベルトピアノソナタと即興幽」をリリース。2008年5月東京文化会館にてシューベルト

アーベント。2009年10月リサイタル。現在、東京芸術大学名誉教授。

芳野 靖夫 (バリトン)

東京芸術大学大学院で中山悌一lこ、西独デトモント音楽大学でギユンター・ヴ:アイセンボルンに師事する。

1967年の二期会公演ワグナーの「パJレシファルJ(アムフォルタス)に出演したのを最後に活動の場をコン

サー卜のみに絞り、以来日本を代表するコンサート歌手として活躍している。

オラトリオの分野では、 1957年ヘンデルのメサイヤを歌ったのを皮切りに、内外の数優れた指揮者(小沢・

ヴィンシャーマン・リリング・マルケヴィッチ・サヴァリッシユ・スイトナー・ライトナー・コシュラー・フルネ・マズア

他)オーケストラ(新日本フィlレ・日フィJレ・読響.N響・マンハイム響・ゲヴァントJ¥ウス管・ポーランド室内管他)

と協演、バロックから現代音楽までの幅広いレパートリーを持ち、シュッツの「マタイ受難曲」からブ.ロッホの

「神聖なる儀式」に至る数十曲の日本初演を含む約1200回の公演にソリストとしてむかえられている。又リ

サイタリストとしては、 1967年東京文化(小)でのデビューリサイタル以降、モーツァJレト、ベートーヴェン、

シューベルト、シユーマン、メンデルスゾーン、ブラームス、ヴォルフ、R.シュトラウス、ブフィッツナ一、マー

ラ一、中田喜直の.各作曲家の夕べ・のタイトルで東京をはじめ、日本各地、更にヨーロッパでも歌い、多彩な

音色を持った力強い声と、どのようなスタイルの音楽にも適応出来る高度な技術、豊かな表現力を絶賛さ

れ、いすれも高い評価を得ている。 1989年、約30年間在籍していた二期会を退会しフリーの声楽家として

活動を続ける一方、フェリス女学院大学音楽学部名誉教授として後進の指導にも力をそそいでいる。

辛島仔緒子(ピアノ)

東京墾術大学音楽学部卒業、同専攻科修了。在学中安宅賞受賞、芸大オーケストラと共演。

ベルリン国立大学卒業。豊増昇、永井進、ジ、ヨン.J¥ント、ゲ'JlノJ¥Jレト・プッヘルトの各氏に師事。

横浜室内楽、横浜交響楽団との度々の共演など横浜を中心に活躍。横浜みなとみらい小ホールにて定期的

に室内楽コンサー卜を行う。2004年3月迄フェリス女学院大学音楽学部講師。

現在日本教育連盟会員、横浜音楽文化協会幹事、かtJ.がわ音楽コンクール、日本教育連盟オーディション等

数々のコンクール審査員を務めている。


