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朝倉蒼生

~演奏とお話~

ヘンデル:おまえは私の胸にたくさんの矢を放っ
Handel: Tanti strali al sen mi scocchi 

ロッシーニ:魚釣り
Rossini : La pesca 

グノー:あなたを愛する心の
Gounod : D'un caur qui t'aime 

クィルター:もう泣かないで
R.Quilter : Weep you no more 

チャイコフスキー:~五つの二重唱曲》より
Tchaikovsky: Five Duet 

他
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G.F.Handel G.Fへンデル

Tanti strali al sen mi scocchi 

あなたは沢山の矢で私の胸を射た

第 1楽章

あ花王たは沢山の矢で私の胸を射た。

空に輝く星のように沢山の矢で。

あなたが触れる沢山の花は
あなたの美しさに魅了される。

第2楽章

だが愛ゆえに燃え尽き、

機惇した魂が苦しみ続けるとしたら、

それは燃える想いと
あたよたの心力、ら引き離されるという

恐れがあるからだ。

第3楽章

それゆえに、愛しい人よ、

プログラム

Tanti strali al sen mi scocchi 

La Regata Veneziana 
La Pesca 

5 Duette op.14 
Nachts 
Abendlied 
Sommernacht 
Gab' s ein einzig Brunnelein! 
o frage nicht! 

あなたは沢山の矢で私の胸を射た

ヴェネツイアの競艇

魚つり

夜に

夜の歌

夏の夜

ひとつの泉しかなかったら

聞かないで

-・・・・・・・・・・ PAUSE • • • • • • • • • • • 

Weep you no more 
Blossom-Time 
The Passing Bell 

D'un c白 urqui l' aime 
La nuit 
Pastorale 

Six Duets op.46 
1 Be可ep
3 CJIeo hI 
5 MHHYJIa CTpacTh 
6 PaccBeT Beqep 

対訳

La pesca 

魚つり (Pメタスタージオ詩)

夕闇が迫っている。

愛するこーチ工よおいで

静かな海辺に
新鮮な空気を吸いに。

砂浜に横たわると
どんなに気持ちが良いだろうl

今、穏やか芯そよ風が

海にさざ波を立てている。
(渡辺謹訳)

M.Reger M.レーガー

50uette r5つの=重唱曲』
Nachts夜に (J.F アイヒエンドルフ詩)

夜に左よると、

もう泣かないで

花の頃

弔鐘

あなたを愛する心の

夜

牧歌

r6つの二重唱曲Jより
夕べ

I民

情熱は去った

夜明け

まあ待て、間もなくお前にも

休息の時が来るのだから

Sommernacht 夏の夜 (0ザウル詩)

無数の黄金色の星が
夕べの空に輝いている。

幻想的に美しい夏の夜が
あたり一面に広がっている。

私は思わず喜びの声をあげたく怠るが

しかし、いまはそっと
頭を下げてうなだれる。

「静かにl今は人間のおろか芯口を閉ざせよ」

と、天が語りかけるから

Gab's ein einzig brunnelein ! 

ひとつの泉しかなかったら (トス力一ナ地方の民謡)

どうぞ永遠の鮮で私の想いを結びつけておくれ。

(朝窟辻共訳)

私は静けさの中をさまよい歩く。

雲聞から月がそっと顔を出すと
遠くの地に

たったひとつの泉しかなかったら、

G.Rossini Gロッシー=

La Regata Veneziana 

ヴェネツィアの競艇 (Cベポリ詩)

漕いで、愛しい卜二オ

全力で舟を漕ぐのよ
ベッペはオ ルをたたきつけている、

かわいそうにもう漕げた王い。

愛しいベッぺ、オールlこ負け芯いで、
もう少し、もう少し、頑張って漕ぐのよ、

かわいそうなベッぺ、
なれないのによく頑張ってるわ
お恵みを、もうこれ以上は望めない。

あちこちの谷間のうぐいすが目を覚ます。

全ては再びどんよりと静まる。

おお、河の流れから遠く、

鳥たちの美しい歌声は
暗い木々 の左よかで震え、

私の心を混乱させる。

それは、あこがれから出る
叫びの歌の様に乱れ響くのだ。

Abendlied夜の歌 (J.WゲーテE寺)

全ての山の頂は静まっている。

こすえには、かすかなそよぎすら芯い。

小鳥たちは森のなかで静かにやすんでいる。

大抵の人は、今まで味わった事の無い

喉の渇きに苦しむだろう。

でも、現実には泉は無数に存在して

山々から谷に向かつて
楽しげに流れているのだ。

もし、遠くに

たった一人の若者しかいないとしたら
ほとんどの娘たちに品定めをする勇気は無いだろう。

でも、実際には若者芯んて沢山居る、
そう|あんたは唯一の若者じゃあないのだよ。

あんたは自分は美しく利口だとうぬぼれてるが、

私の好きなのはあんたじゃないのl



o frage nicht! 
聞かないで (Rナウロキ詩)

聞かないて¥

自分自身の罪ではたよいのに、
何故そんなに深く悩ま広ければなら芯いのか、
喜びに恵まれず、

不幸を多く受けなければならないのかと。

何故無駄に苦しむのか、

命の謎に光りを授けようとしないのかつ

それ芯らばただ黙って耐えること、

そして問わない方がよい。

不安芯悲しみゃ耐え難い苦悩が

お前を苦しめるのは何故、

そしてあわれな弱い心に

喜びを侵かることがないのは何故と聞くな。

伺故お前には、幸せが

そして太陽の輝きがもたらされないかつてつ
それは、それこそお前の運命だからなのだ。

だから、だまって耐えて

決して答えを知ろうとし芯いことだl

(朝倉・辻共訳)

Quilter R・クイルター

『工りザベス朝の7つの歌jより

Weep yロuno more 

もうi立かないで (作者不詳)

もう泣かないで、悲しい泉よ。

何故そんなに急いで流れるの。

ご覧、あの雪の山だって
太陽はゆっくり溶かすのに。

けれど私の太陽の気高い限は

あなたの泣くのを見てはいない、

それは今限りについて

静かに静かに横たわり

眠っている。

眠りは和解、

平穏がもたらす休息。

太陽もにとやかに昇るでしょう

夕陽が美しく沈むときは。
お休み、お休み、悲しい眼よ。

泣いて溶けないように、

眠りについている聞に、

静かに、今は静かに横たわり

眠っている。

Blossom-Time 花の頃 (Nホッパ笥)

プラムの花咲く、

野の風はほがらかに、
さくらんぼの葉は茂り

一羽の燕は来る。

風強い暁、

足早な雨と日差し、
野の蜂は蜜を求め、

原にはクロッ力ス、

ブラムの花咲く。

草は伸び出し、
タンポポが来る、
スノード、ロップはいそいそと

去りし月の雪を追い、

荒い風が吹き付ける。

The Passing Bell 弔鐘 (Wタスカ 詩)

春を惜しむ弔いの鐘の奮が
ゆったり揺れるのをお間き

突然木霊が降ってくる

不思議な魔法の歌のよう

ディングアドンク、デインクアドング、
テ"イング、ディング、デインク、、ドング、ドング

春が逃げたのはほんの昨日のこと
緑と赤の蓄積の警から

くるくる巻いたワラビの床から
恐怖に駆られ逃げ出した

知らない客が近付いたから。

昨日春は花摘みをしていた
今は弔いの鐘が鳴っている

今は妖精の弔いの歌が

静か主主谷間に流れている
ディングアドング、デイングアドンク、
デインク色、ディング、ディング、ドング、ドング

(成田英明訳)

Ch.Gounod Ch.グノー

D・uncoeur Qui l' aiπ1e 

あなたを愛する心の (ラシ ヌの詩より)

あ主主たを愛する心の
あなたを愛する心の平安を
神よ、誰が乱すことができましょうつ

その心は、すべてをあなたの至上の御心に求め、
けっして自己に求めるととはありませんl

地上にあっても、また天上にあっても、

あなたを愛する心の平安より他に

幸せ芯ことがあるでしょうかつ

あなたを愛する心の平安を
神よ、誰が乱すことができましょうつ

その心l志、すべてをあなたの至上の御心に求め、
けっして自己に求めるととはありませんl

地上にあっても、また天上にあっても、

あ花王たを愛する心の平安より他に
幸せ主主ことがあるでしょうかつ

地上にあっても、また天上にあっても、

あなたを愛する心の平安より他に
幸せ主主乙とがあるでしようかつ
神よ、誰が乱すことができましょうつ

その心は、すべてをあなたの至上の御心に求め、

けっして自己に求めることはありませんl

地上にあっても、また天上にあっても、

あなたを愛する心の平安より他に
幸せなことがあるでしょうかつ

私の禍よ、私の神よ|

E.Chausson E.ショーソン

La nuit 夜 (T.de パンヴィル詩)

甘美な夜を、私たちは祝別する。
涼気の口づけが、私たちを解き放つ。
夜のウiエールのその下で、人は

不安と喧蝶から解放され、その生を実感する。

身をさいなむよう芯心配も消え失せ、

空気の匂いが私たちを酔わせる。
甘美な夜を、私たちは祝別する。

涼気な口づけが、私たぢを解き放つ。

神を求めて疲れし者、
その本を閉じて、身体を休ませるがいい。

天空は、霧氷のように臼く、

そとには星々が震え、光輝いている。

甘美な夜を、私たちは祝別する。

C.Saint-Saens C サン=サーンス

Pastorale 牧歌 (デストウシユ詩)

ほう、優しい鳥たちが
数々の秘めた喜びを昧わっている。

Eから丘へとこだまして、
小さ主主歌が鳴り響く。

それは小鳥たちが山彦に教えた歌。

草原の上を流れる、小)11たちが、

小さな恋の歌をささやきかわす。

織の若木さえもが、

小さな花たちに口づけしようとして、
その若い枝をし芯だれる。

lまら、優しい鳥たちが

(渡辺譲 訳)

P. 1. Tchailくovsky: Pチャイコフスキー

Six duets Op.46 r6つ二重唱曲作品46Jより

1 Be 4 ep 1.夕べ (1スーリコフ詩)

陽は 日がな一日
天空を歩み萎えゆく

静かに燃えつき
河むこうに 沈みゆく

天空の彼方は
夕べの鮮光に包まれ

炎のよう芯輝きが

きらめき燃え立つ

昼の喧喋は
大気のなかに消えゆき

神は夜のしじまを

天より 送りたまう

燃える夕陽が

川西に移ろい

陰うつ芯歌が
はるかに流れゆく

ああ この静けき時に

芯にゆえ癒えぬのか
今日という日の 私の

心の悲しみは

なにゆえ かくもせつ芯く

悲しみが胸をしめつけるのか

ああ神よ 神よ

安らぎを与えたまえ

3CJl邑 3 bl 3涙 (Fチユツチ工フ詩)

人の涙よ お お 人 の 涙よ

朝主主 夕主主に 流れゆけ
人知れすひそかに 流れゆけ

尽きることなく とめどなく
流れゆけ晩秋の夜ごと

降りしきる 雨のごとくに

5 MIIIHYJla CTpaCTb 5.情熱は去った

(Aトルストイ詩)

激しい情熱は過ぎ去った。

そして心をかき乱す熱はもはや

私の心を'悩まさ芯いだろう。

しかし、貴方への愛を隠す事は出来ない。

貴方無しでは全てが不自然で、虚しい。
貴方無しでは全ては色あせて死んだようである。

正義や理由なしに反抗する

私の荒れ狂う血はもはや騒が芯い。
しかしありふれた生活に溶け込む事は不可能だ1

恋人よ、友よl恨むこと芯く

今も主主お、過ぎ去った情熱は私の中で生き続けてい

るのだ。

6 PaccseT 6.夜明け (1スーリコフ詩)

朝焼けが あたりを照らし
まもなく陽は の|まらむ

ほ う 聞とえるかい うぐいすが

声高らかに 歌う

きらめく朝焼けが いっそう

明るく燃え立つ

見てごらんあたかも
川面の霧が 立ちのぼるよう

花の香りはいちめんの

広野にただよい
また草葉の朝露は

銀色の輝きを 放 つ

また 葦の茂みは 水面に
頭をたれ伺かを 舷く

あたりを包む深い静寂

芯んと喜ばしく軽やかで

すがすがしいことか
さあ 神に急ぎ祈らむ

さあ祈りそして 旅立たむ
(1、3、6、杉山春子 訳)

(5 輯倉辻共訳)
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