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ビゼー： 《カルメン》より　

	 序曲

	 ハバネラ「恋は野の鳥」／カルメン：二瓶	純子

	 手紙の二重唱「母の便りは」／ミカエラ：佐田山	千恵　ホセ：村上	敏明

チマローザ： 《秘密の結婚》より

 喧嘩の三重唱「ご挨拶申し上げますわ」／カロリーナ：浅川	礼奈　エリゼッタ：渡邊	まりえ　フィダルマ：井谷	萌子

モーツァルト： 《コジ・ファン・トゥッテ》より　

 三重唱「僕のドラベッラには」～「素晴らしいセレナーデを」

	 ／フェルランド：前川	健生　グリエルモ：新井	健士　アルフォンソ：成田	眞

モーツァルト： 《ドン・ジョヴァンニ》より

 二重唱「お手をどうぞ」／ツェルリーナ：藤原	唯　ドン･ジョヴァンニ：新井	健士

ドニゼッティ： 《愛の妙薬》より

 二重唱「なんという愛！」～「美しいアディーナよ」／アディーナ：浅川	礼奈　ドゥルカマーラ：成田	眞

ビゼー： 《カルメン》より

 五重唱「うまい話」

	 ／カルメン：二瓶	純子　フラスキータ：藤原	唯　メルセデス：井谷	萌子　レメンダート：前川	健生　ダンカイロ：新井	健士

―　　休　　憩　　―

ビゼー： 《カルメン》より

 花の歌「お前が投げたこの花」／ホセ：村上	敏明

ヴェルディ： 《椿姫》より

 二重唱「お嬢さんにお伝えください」～「お指図を…」／ヴィオレッタ：渡邊	まりえ　ジェルモン：森口	賢二

ヴェルディ： 《リゴレット》より

 四重唱「美しい愛らしい娘よ」／ジルダ：藤原	唯　マッダレーナ：井谷	萌子　マントヴァ公：前川	健生　リゴレット：成田	眞

ビゼー： 《カルメン》より

 アリア「私は何も恐れはしない」／ミカエラ：佐田山	千恵

ビゼー： 《カルメン》より

 終幕の二重唱／カルメン：二瓶	純子　ホセ：村上	敏明

ビゼー： 《カルメン》より

 闘牛士の歌「諸君らの乾杯を」

	 ／エスカミーリョ：森口	賢二　カルメン：二瓶	純子　フラスキータ：藤原	唯　メルセデス：井谷	萌子

　プログラム
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　ライブ配信された海外歌劇場のオペラ上演。オン

ラインで開かれるミーティング。リモート飲みとい

う名のテレビ電話。コロナ禍において、画面という

「箱の中」に囚われた人々、そしてそれを見る私たち

もまた画面の中、あるいは自宅や部屋という「箱の

中」に囚われている。そんな風に感じることの多かっ

た2020年だったように思います。書きかけの原稿が

横たわるパソコンの画面から顔をあげ、何度も部屋

の壁や天井を見回し、私は私を取り囲む「箱」を意識

しました。それだけではなく、「箱の中」で行う飲み

食いや睡眠、仕事、それ自体は以前の生活と変わら

ない部分もあったのですが、例えば食べ物の買い出

しや必要な用事で外に出るとき、以前にも増して「箱

の中」を感じることがありました。外にいるのに「箱

の中」にいるような感覚。私は単純に家の中という物

理的な「箱」に囚われているだけでなく、何か別のも

のに囚われていて、なおかつそれに捉われているの

かもしれない。人間、ひとり暮らしで自粛、という

他者との会話が極端に減る事態に陥ると、こうも変

なことを考えてしまうものです。

「肉体は魂の牢獄である。」（byプラトン）ーまず脳裏

に浮かんだのがこの言葉でした。自粛期間で増量し

てしまった自分のこの肉体が、イデアを懐かしむ魂

をさらに窮屈な牢獄として「箱の中」に押し込めてし

まっている…わけではなく、少し本来の趣旨とは異

なりますが、この言葉が肉体の外への魂の開放、つ

まり「箱の外」に出ることを好ましく思っていること

に気づかせてくれます。では、「箱の外」とはどこに

あるのか。そんなことを考えながら窓の外を眺めて

いた私の目は、洗濯物を干している向かいのマン

ションの住人の目とあったーような気がしました。

「深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているの

だ。」（byニーチェ）

　

　演出ノート　                                            演出・台本　角 直之
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　本日の公演の舞台は、監獄。新春のオペラ・ガラ

にはおよそ相応しくない響きの言葉ですが、幾重に

も「箱の中」に「箱の中」が存在する厳重な監獄です。

劇場という「箱の中」もしくは、配信でご覧の皆様は

画面という「箱の中」、舞台の上に区切られたブース

という「箱」をご覧になるかと思います。それぞれの

ブースが監房になっており、その中に佇むのはカル

メンをはじめとしたオペラの登場人物たち。彼らは

私たち観る者の眼差しに晒され、作品という「箱の

中」に囚われています。しかし、監視されているのは

本当に彼らなのか。私たちと彼らの間にあるのは檻

という強固なようで曖昧な境界線。檻の向こう側を

見つめるとき、彼らもまた向こう側から私たちを見

つめている。作品と向き合うとき、私はしばしば

そんなことを感じました。そして、また彼らを通し

て「箱の中」の私たち自身を見つめなおす。もしかし

たら、そんなときに「箱の外」が垣間見えるのかもし

れません。

　最後になりましたが、出演者やスタッフ、関係者

の皆さまのご尽力により、感染症対策を行いつつ、

こうして公演を迎えることができました。また、劇

場や画面という「箱の中」へ臆することなく飛び込ん

できて頂いた皆さまにも、この場を借りまして改め

て感謝を申し上げます。「箱の中」の孤独に耐えるた

めには、やはりこうした人と人との「コミュニティ」

というものが必要不可欠なのだと思います。どうか

本日の公演が、「箱の中」にあって私たちが決してひ

とりではないこと、そして「箱の中」から「箱の外」を

眼差すことの、ひとつの契機となることを願ってや

みません。

「私たちは箱の中」　



　プログラムノート                                                                         水野 明人
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ビゼー： 《カルメン》

　フランスの作家・メリメによる小説「カルメン」をもと

に、ビゼーの生涯最後の年である1875年、パリ・オペラ＝

コミック座にて初演。物語の舞台・スペインの快活な国民

性、己の魅力で男を翻弄するカルメンの謎多き女性像、そ

して彼女をとりまく羨望、嫉妬、憎悪といった混沌たる感

情の渦が、異国情緒あふれる旋律と共に美しく昇華する姿

は、時代を越えても色褪せることはない。

　舞台はスペイン・セヴィリャ。広場でひときわ男たちの

注目を集める女がいた。タバコ工場で働くカルメンは、歌

で、男たちを魅了するが(ハバネラ〈恋は野の鳥〉)、彼女の

好みは“なびかない男”。自分に無関心な伍長・ホセに花を

投げつけ、その場を去る。そこへホセの許婚・ミカエラ

が、ホセの母からの手紙を渡しに彼を訪ねる。母からの手

紙を読んだホセは、ミカエラとの愛を強く誓うが(手紙の

二重唱〈母の便りは〉)、一方でカルメンの誘惑の毒牙に、

じわりじわりと蝕まれていた。魔性の魅力に抗えず、女工

たちの喧嘩が原因で身柄を拘束されていたカルメンを、護

送中に手の縄を解いて逃がしてしまう。

　カルメンの向かった酒場は歌や踊りで賑わっていた(闘

牛士の歌〈諸君らの乾杯を〉)。そんな中カルメンは、仲間

からの誘いも断りホセを待つ(五重唱〈うまい話〉)。一方

で、罪人を逃した罪で1ヶ月の牢獄生活を強いられたホセ

は、釈放後「酒場で待つわ」というカルメンの言葉を胸に彼

女のもとへ。久々の再会を遂げカルメンは踊りで歓迎する

が、帰営のラッパの音で兵舎へ帰ろうとするホセに、自分

への愛はその程度かとなじる。ホセは彼女から貰った花を

手に愛を語るが(花の歌〈お前が投げたこの花〉)、愛の証に

ジプシーの密輸団への入団を要求される。ホセは密輸団の

一員となるが、カルメンの心は、以前酒場で出会った闘牛

士・エスカミーリョへと移りゆく。

　エスカミーリョに対して嫉妬の念に駆られるホセのもと

に、ホセの母の危篤を知らせにミカエラが現われる(アリ

ア〈私は何も恐れはしない〉)。ホセはカルメンへの未練に

後ろ髪を引かれながらも母のもとへ急ぐ。

　闘牛試合の日、カルメンとエスカミーリョは愛を確かめ

あい、彼を闘牛場へ送り出す。カルメンが一人になったそ

の時、突如ホセが現われ(〈終幕の二重唱〉)、よりを戻して

ほしいと懇願するも、聞く耳を持たないカルメン。嫉妬と

怒りに狂ったホセは、彼女を殺めてしまう。

　カルメンの亡骸を前に、呆然と立ち尽くすホセであっ

た。

モーツァルト： 《ドン・ジョヴァンニ》より

二重唱〈お手をどうぞ〉

　スペインの放蕩者ドン・ファン伝説をもとに1787年、

チェコ・プラハのエステート劇場にて初演されたモーツァ

ルトによる最も有名なオペラの一つ。身分の異なる登場人

物らがドン・ジョヴァンニの館で舞踏会に参加する場面で

は、メヌエット、カントリーダンス、ドイツ民謡という

“異なる音楽を同時に演奏・融合させる”試みが見られる

が、これは革命直前期における身分階級崩壊の機運が高ま

る当時の社会情勢と重なり、当時の世情を、音楽を通して

垣間見られる興味深い作品と言える。

　好色者のドン・ジョヴァンニと関係を持った女性は数知

れず。「三度の飯よりなんとやら」な彼は、女遊びにうつつ

を抜かしていた。今日も今日とて従者のレポレッロに見張

りをさせ、取っ替え引っ替え…と目論むが、抵抗された

り、声を掛けた女性が昔の恋人であったりと失敗続き。

そんな散々ななか、結婚を祝う集いが目に飛び込んでく

る。すぐさま輪に入ると、言葉巧みに場の空気を操り、気

付けば花嫁・ツェルリーナと2人きり。あろうことか彼女

を口説き始める。彼女の気持ちは、花婿がいるにも関わら

ず、“ならず者”の方へ惹かれてゆく…。

モーツァルト： 《コジ･ファン･トゥッテ》より

三重唱〈僕のドラベッラには〉～〈素晴らしいセレナーデを〉

　「Cos  fan tutte」＝「女はみんなこうしたもの」

1790年、オーストリア・ウィーンのブルク劇場での初演こ

そ“恋人を取り替えて貞節を試す”という大胆な内容で不評

を買ったものの、重唱（アンサンブル）における緻密さに代

表される音楽性を後世において再認識され、現代では

《フィガロの結婚》や《ドン・ジョヴァンニ》等と肩を並べる

代表的な傑作として数えられる。

　パートナーの貞節は絶対…… 果たして本当だろうか。

哲学者のドン・アルフォンソは、青年士官のグリエルモと

フェランドへ各々のパートナーの“操”を試す賭けを提案す

る。当然ながら勝利を確信する青年たちは、思わぬ儲け話

に「取らぬ狸の皮算用」。そんな彼らを横目にドン・アル

フォンソは、揺るぎない命題をいとも簡単にハリボテに変

える奇妙な計画を練り始め、ひとりほくそ笑む。最後に笑

うのは果たしてどちらなのか…。
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チマローザ： 《秘密の結婚》より

喧嘩の三重唱〈ご挨拶申し上げますわ〉

　D.チマローザがウィーンの宮廷楽長の在任中に制作を手

掛けた18世紀後半オペラ・ブッファ全盛期の傑作。初演は

《コジ・ファン・トゥッテ》の2年後の1792年、同じくオー

ストリア・ウィーンのブルク劇場にて好評を博し、その後

欧州各地で上演される。文豪・スタンダールも愛したと言

われる音楽は、いつの時代も変わらぬ人間の喜怒哀楽を滑

稽に描き出している。

　富豪・ジェロニモの末娘・カロリーナは、ジェロニモの

召使い・パオリーノと秘密裏に結婚しており、二人は結婚

を認めてもらう機会を常に窺っていた。そこでパオリーノ

は、娘たちを高貴な相手と結婚させたいジェロニモに対し

て、カロリーナの姉・エリゼッタとロビンソン伯爵との縁

談を持ってくる。しかし肝心の伯爵は、エリゼッタではな

く、カロリーナに一目惚れ。もつれた愛に平穏が訪れる日

は果たしてやってくるのだろうか。

ドニゼッティ： 《愛の妙薬》より

二重唱〈なんという愛！〉～〈美しいアディーナよ〉

　1832年、イタリア・カノッビアーナ劇場は、新作オペラ

の発表直前期に依頼した作曲家の製作破棄に頭を悩ませて

いた。そこで、速書きで有名なドニゼッティに急遽作曲依

頼を持ちかけたところ、僅か2週間という短期間で書き上

げた作品が、ほかでもない《愛の妙薬》である。

　喜劇でありながら、時には哀愁たっぷりの旋律で観る者

をほろりとさせる物語展開は、当時の観客のみならず、古

今東西、時代を越えて観る者を作品の世界へ惹き込む。

　“マドンナ”とは、どこにでも存在するもので、ネモリー

ノが暮らすスペイン・バスクの小さな村も例外ではない。

アディーナ。才色兼備の彼女の周りには人が集まり、彼女

へ密かに恋心を抱く内気なネモリーノには高嶺の花であっ

た。そこに薬売りを名乗る男・ドゥルカマーラが村に現

れ、どんな女性にも効く媚薬 -という名のワイン- をネモ

リーノに勧める。純粋な彼は早速購入するが、運命は冷酷

なもので、恋の軍配は軍曹・ベルコーレの方へ…。ネモ

リーノは薬の効果を上げようと追加で媚薬を買う金の工面

のため軍隊への入隊を決意。それを聞いたアディーナは、

彼の一途な純粋さに心惹かれてゆく。

ヴェルディ： 《椿姫》より

二重唱〈お嬢さんにお伝えください〉～〈お指図を…〉

　巨匠G.ヴェルディによる最も有名な傑作のひとつ。1853

年に小説家デュマ・フィスの小説を基に誕生した本作は、

高級娼婦ヴィオレッタと青年アルフレードの恋愛をめぐる

悲運の物語。悲劇の中でも意志の強さや華やかさを貫く女

性像、また彼女を取り巻く時間の流れを、美しい旋律で見

事に表現した高い音楽性は、初演から150年以上経つ現在

でも世界中で愛される所以だろう。

　かつてパリ社交界の花形であった高級娼婦ヴィオレッ

タ。青年アルフレードの一途な想いに出会ったことをきっ

かけに享楽的な生活に終止符を打ち、パリ郊外で幸せに暮

らす2人だが、ヴィオレッタのもとにアルフレードの父・

ジェルモンが訪れ、娘(アルフレードの妹)の縁談の妨げに

ならぬよう息子との同棲をやめるよう説得する。ヴィオ

レッタは彼への愛を訴えるが、話を進めるうちに身を引く

べきであることを悟り、アルフレードのもとを去る覚悟を

決めるのであった。

ヴェルディ： 《リゴレット》より

四重唱〈美しい愛らしい娘よ〉

　1851年、ヴェネツィア、フェニーチェ劇場にて拍手喝采

で幕を下ろした初演後、イタリアのみならず世界中で好評

を博したヴェルディ中期の傑作。原作のヴィクトル・ユ

ゴーによる戯曲「王は愉しむ」に描かれた人間同士の“歪み”

が、“明”と“暗”といった対照的な音楽で明快に描き分けら

れている。表情の異なる音楽で観る者を魅了する作品は、

奇しくも様々な仮面で笑いを誘う主人公の道化の姿に重な

るようである。

　“ヤツ”は、今日も女漁りに余念が無い。あれかこれかと

品定めしながら、数多の女性と遊び呆けるマントヴァ公爵

の放蕩ぶりは誰もが知るものであった。そんな彼に恋心を

抱く女性・ジルダ。公爵の宮廷に仕える道化・リゴレット

の一人娘である。彼の放蕩ぶりを知る父は、娘へ彼との関

係を断つよう強く促すが、聞く耳を持たない。そこでリゴ

レットは、公爵が泊まる宿屋へジルダを連れ、外から様子

を窺わせる。するとそこには、店主の妹・マッダレーナを

口説く公爵の姿が。一途な恋を裏切られたジルダと、相変

わらずの公爵との対照的な感情が渦巻く哀しくも美しい音

楽の先にある結末とは如何に…。



　プロフィール
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国立音楽大学声楽学科卒業。 文化庁在外研修員およ

び他の奨学金を得て、2001年より2007年までイタリア･ボ

ローニャに留学。 イタリアオペラを中心に50役を超える幅

広いレパートリーを有し、国際的に活躍を続けている。 藤

原歌劇団･新国立劇場で、｢椿姫（アルフレード）｣、｢ラ･ボ

エーム（ロドルフォ）｣、 「ルチア（エドガルド）｣ 、 「蝶々夫人

（ピンカートン）｣ 、 ｢黒船（領事）｣、 ｢修禅寺物語（頼家）｣

等に主演し、 常に最大級の賛辞を受けている。 15の国

芸術監督 ： 村上 敏明 （テノール）

際声楽コンクールで優勝または上位入賞。 2012年から10年連続でNHKニューイヤー

オペラコンサートに出演し、 絶賛を博す。 藤原歌劇団団員。 勝浦歌劇団総監督。

人気実力ともに、 日本を代表するテノール歌手として、 活躍の幅を広げている。

日本大学藝術学部首席卒業。 東京藝術大学別科

修了。 笹川日仏財団の助成によりパリ市立シャトレ劇

場に研修留学しオペラ及び歌曲伴奏法を学んだ。 そ

の間にフランス国立ライン歌劇場の研修生に日本人

として初めて選ばれ、 その後同劇場と契約。 バロック

から現代オペラにいたるまで、 様々なプロダクションに

参加した。 またフランス各地の音楽祭、 イタリア、 オ

リンピコ劇場、 ヴェトナム、 ダナン市等各地の演奏会

音楽監督 ： 江澤 隆行 （ピアノ）

にも出演した。 現在は日本各地に於いて多くの著名声楽家と放送、 演奏会等

で共演すると同時に、 ソロ、 アンサンブル、 フランス語指導など多様な活動を

行っている。 日本大学藝術学部及び相模原弥栄高校音楽科非常勤講師。

東京藝術大学音楽学部楽理科卒業。 同大学院

北川原研究室主催「生命力の踊り場vol.2」音楽監

督。 コンヴィチュニー ・ オペラ ・ アカデミー2014演

出部門受講。 これまでに《魔笛》、 《ラ ・ ボエー

ム》、 《蝶々夫人》、 《愛の妙薬》、 《奥様女中》、 《リ

タ》、 《コジ ・ ファン ・ トゥッテ》、 《ルチア》、 《トスカ》

等演出。 《出雲阿国》、 《IWATO-GAKURE》台本 ・

演出。 出雲市立朝陽小学校校歌、 歌曲集《俗

演出 ・ 台本 ： 角 直之

物》、 連作歌曲《窓》等作詞。 さわかみオペラ芸術財団オペラ「MITSUKO」

制作コンペティション台本部門入選。 「第1回舞台芸術を未来に繋ぐ基金」

に採択される。 CamerataProject主宰。 日本演出者協会会員。

鳥取県出身。ミラノ及びロンドンで研鑽を積み、ディプロマを

最高位で取得。 オランダ音楽祭などに出演。 イギリス ・

ウィンザー城にて、 チャールズ皇太子の前で歌い讃辞を受

ける。 PMF2010ではファビオ・ルイージ指揮でオペラ『ラ ・

ボエーム』ミミ役に抜擢、 オペラデビューを果たす。『蝶々夫

人』・『椿姫』タイトルロール、『カルメン』ミカエラ役、『こうもり』

ロザリンデ役、『フィガロの結婚』伯爵夫人役など主要役で

多数出演。 毎年主催企画コンサート開催、 東京フィルハー

佐田山 千恵 （ソプラノ）

モニー交響楽団や大阪交響楽団との共演、 韓国国営放送KBSに多数ソロ出演等、

国内外で幅広く活動中。 「琴線に触れる声」と言われ音楽誌やメディアにて絶賛を受け

ている。 とっとりふるさと大使に就任。 日本オペラ協会会員、 藤原歌劇団団員。

群馬県出身。 国立音楽大学声楽専修卒業、 同

大学院修士課程声楽専攻オペラ ・ コース修了。

二期会オペラ研修所第５８期マスタークラス修了。

小澤征爾音楽塾オペラプジェクトⅩⅣ《こうもり》ア

デーレ役カヴァーキャスト＆同公演こどものためのオ

ペラ出演、 秋田アトリオン主催コンサートオペラシ

リーズ《夕鶴》つう役、 東京二期会《フィガロの結

婚》花娘Ⅰ役等でオペラ出演。 南大沢コミュニティ

藤原 唯 （ソプラノ）

オペラ《こうもり》にアデーレ役で出演。 その他に、 東京IGINコンサート

「ベートーヴェン交響曲第９番」ソリスト等でコンサート出演。 BS-TBS「日本

名曲アルバム」にChor stel laリーダーとして定期出演。 二期会会員。

宮城県出身。 桐朋学園大学音楽学部声楽専攻

卒業、 同大学研究科修了。 二期会オペラ研修

所修了時に優秀賞受賞。

BS-TBS「日本名曲アルバム」に”Amic i桐の花”の

メンバーとして出演。

これまでに佐藤桂子、 木村俊光、 薗田真木子の

各氏に師事。 二期会会員。

渡邊 まりえ （ソプラノ）

東京藝術大学声楽科ソプラノ専攻を卒業。 現在、

東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程声楽

専攻に在学中。 修士在学中に渡伊。 第9回東京

国際声楽コンクール新進声楽家部門にて第3位、

第4回日光国際音楽祭声楽コンクールにて今市

ロータリークラブ賞受賞。 BS-TBS「日本名曲アル

バム」に出演。 これまでに声楽を羽根田宏子、 高

橋大海、 川上洋司、 牧口純子、 菅英三子の各

浅川 礼奈　（ソプラノ）

氏に師事。

日本大学芸術学部音楽学科声楽専攻卒業。 日本オペラ振

興会オペラ歌手育成部第26期生修了。 2015年セイジ ・ オ

ザワ松本フェスティバルのオーディションに合格し、 ベートー

ヴェン「第九」アルトソロで出演。 同時期開催のロームシア

ター京都竣工式にて、 小澤征爾指揮のもと同ソロを務める。

藤原歌劇団では、2017年「ルチア」アリーサで本公演デビュー

し、 2020年「リゴレット」ジョヴァンナ、 「カルメン」タイトルロー

ルで出演。 その他オペラは、 南大沢コミュニティオペラ「椿

二瓶 純子 （メゾソプラノ）

姫」フローラ、 慶應義塾大学オペラプロジェクト「フィガロの結婚」マルチェッリーナ、 OPERA  

NOVELLA「カヴァレリア ・ ルスティカーナ」サントゥッツァ、 「蝶々夫人」スズキ等で出演。 ま

た、 ヴェルディ「レクイエム」アルトソロで八王子クリンゲンコアと共演。 藤原歌劇団団員。

国立音楽大学声楽専修卒業。 同大学オペラ・ソリ

ストコース修了。 加納悦子に師事。 日本クラシック

音楽コンクール第四位受賞。 全日本学生音楽コン

クール東京大会入選。 読売新人演奏会出演。 イ

タリア声楽コンコルソ入選。 さいたまシティオペラ『ア

メーリア舞踏会へ行く』でオペラデビュー。 小澤征爾

音楽塾『子どもと魔法』羊飼いの少年役カヴァーキャ

ストとして参加。 メトロポリタン歌劇場副指揮者

井谷 萌子 （メゾソプラノ）

Howard Watkins、 マンハッタン ・ スクール ・ オブ ・ ミュージック音楽監督

Jorge Parod i、 世界的演出家Nic Muni各氏のクラスを受講。 二期会オペラ

研修所マスタークラス修了。 二期会準会員。 さいたまシティオペラ会員。

©©FUKAYA Yoshinobu/auraY2FUKAYA Yoshinobu/auraY2

愛知県出身。 東京学芸大学大学院音楽コース修了。

飯塚新人コンクール第2位、 日光国際声楽コンクール

大賞、 ソレイユ声楽コンクール第1位等受賞歴多数。

東京二期会オペラ劇場では「ダナエの愛」にてデ

ビュー後、 「ばらの騎士」テノール歌手役、 「アルチー

ナ」オロンテ役、「三部作 - ジャンニ・スキッキ」リヌッチョ

役などこれまでに10プロダクションに関わる活躍。

2021年8月東京二期会オペラ劇場「ルル」アルヴァ役

前川 健生 （テノール）

で出演予定。 また遊 音楽企画代表としてこれまでに全国で公演を主催。

2017年には東日本大震災復興音楽イベントを開催、 福島県広野町より広野

夢大使の委嘱を受ける。 宗次エンジェル基金奨学生。 二期会会員。

撮影：近澤幸司撮影：近澤幸司
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◆ 芸 術 監 督 村上 敏明

◆ 音 楽 監 督 江澤 隆行

◆ 演 出 ・ 台 本 角 直之

◆ 舞 台 監 督 岡 皆実

◆ 舞台監督助手 穂苅 竹洋   福島 達朗

◆ 美 術 星野 善晴

◆ 照 明 青山 航大

◆ ヘ ア メ イ ク 秋山 美咲

◆ 字 幕 水野 明人

◆ 衣裳制作協力 東京家政学院大学 現代生活学部 生活デザイン学科

◆ 企 画 ・ 制 作 公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団

　スタッフ

群馬県出身。 山形大学教育学部卒業。 東京音楽

大学大学院音楽研究科声楽専攻オペラ研究領域

修了。 学費免除でドイツ国立シュトゥットガルト音楽

大学マスタークラス修了。 第3回日光国際声楽コン

クール本選入賞。 第4回なかの国際声楽コンクール

金賞受賞。 浜の風コンクール2020最優秀賞受賞。

ヴェルディ作曲「リゴレット 」リゴレット役、 プッチーニ

作曲「ラ ・ ボエーム」マルチェッロ役、 「トゥーランドッ

新井 健士 （バリトン）

ト」ピン役、 モーツァルト作曲「フィガロの結婚」フィガロ役、 レハール作曲「メ

リー ・ ウィドウ」ダニロ役などを務める。 声楽を藤野祐一、 高橋啓三、 小森輝

彦、 秋山隆典、 コレペティトールを森島英子、 木下志寿子の各氏に師事。

桐朋女子高等学校音楽科を経て、 桐朋学園大

学音楽学部を卒業。 日本ピアノコンクール中級2B

の部全国大会第1位。 東北青少年音楽コンクール

B部門本選大会第2位。 現在ソロの他、 器楽 ・ 声

楽 ・ オペラやミュージカルの稽古及び公演時の伴

奏、 アンサンブルや映画の吹替等、 多岐に渡り演

奏活動を行う。 新日本フィルハーモニー交響楽団

トランペット奏者 ・ 市川和彦主宰のアンサンブル

髙久 智子 （ピアノ）

「APERTO」ピアニスト。 昭和音楽大学附属音楽 ・ バレエ教室ピアノ伴奏

講師。 これまでにピアノを榎本恵子、 細谷カホル、 江澤聖子、 干野宜大

の各氏に師事。

国立音楽大学卒業、 同大学院修了。 文化庁新

進芸術家派遣制度に合格しイタリア留学。 日伊

声楽コンコルソ、 日本音楽コンクール、 ヴェルディ

の声国際コンクール入選。 飯塚新人音楽コンクー

ル、 ローマ ・ フェスティヴァル2007国際コンクール

第1位入賞。 これまでに出演したオペラは、 「フィガ

ロの結婚」「リゴレット」「ハムレット」等、 ４０演目５２

役。 コンサートのソリストとしても「第九」「レクイエ

森口 賢二 （バリトン）

ム」「カルミナ ・ ブラーナ」等に出演。 サッカー日本代表の試合では、 アゼ

ルバイジャン国歌の独唱を務めた。 2013年ＮＨＫニューイヤーコンサート出

演。 現在、 藤原歌劇団団員。 日本オペラ協会会員。

愛知教育大学を経て、東京藝術大学声楽科を卒業。

同大学院修了。 声楽を中川牧三、 畑中良輔、 小野

光子、 平野忠彦、 G.ベーキ、 A.グァダーニョ、 C.メ

リチャーニ（伊ミラノ留学中）の各氏に師事。 1995年

『ドン ・ ジョヴァンニ』レポレッロ役でオペラデビュー。

新国立劇場では『魔笛』『カルメン』『トゥーランドット』に

出演。 これまでに内外の著名な指揮者や交響楽団

との共演の数は枚挙に暇がない。 シドニー ・ オペラ

成田 眞 （バスバリトン）

ハウス「第九」、 ウイーン楽友協会ホール／ヴェルディ「レクイエム」、 NYカーネ

ギーホール／モーツァルト「レクイエム」に出演。 海外においても好評を博し、

存在感豊かで確かな演奏に定評のある実力派バスバリトンとして活躍中。

秋田県出身。 ナレーションを主体に、 コンサートや

イベントの司会、 朗読ボランティアなどの活動を

行っている。 勝浦歌劇団団員。

米田 優子 （ナレーション）

©©Naoko NagasawaNaoko Nagasawa
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〔指導〕 富田 弘美　（被服構成学研究室　准教授）
【参加学生】 飯田 真琴　　　牛 進

私たちはカルメンの衣装を制作しました。 19世紀の一般的な女性は経済的に自立す

ることができず、 男性の庇護をうけることが不可欠であったため、 「女性らしく」するこ

とを強いられていました。 しかし、 カルメンは自分の意志で自由に行動し、 激しい喧

嘩をするような女でした。 また真面目なホセを誘惑して彼の人生を狂わせるような魔

性の女でもありました。 このようなカルメンのキャラクターと粗野な振る舞いを表現する

ために、 ワイルドなイメージの黒の皮革（合皮ストレッチ）や赤い金属ファスナーを用い、

印象的な黒と赤の対比、 胸元と裾のスリットなどからセクシーなドレスをデザインしま

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文　飯田真琴）

　“八王子コミュニティオペラ” について

 八王子コミュニティオペラは、 昨年まで「南大沢コミュニティオペラ」として

活動してきました。

　　2011年の「南大沢ニューイヤーコンサート」を始まりとし、 2019年に実施し

たオペレッタ「こうもり」公演まで、 これまで大変多くの方々に合唱団や児童合

唱として参加していただき、 衣裳制作やヘアメイク等学生や市民の皆様の

様々なご協力を得て、 約１ ０年間南大沢地域を拠点に、 この手作りオペラを

育んできました。

　　この度、 １０周年を迎える本事業を、 八王子の文化としてより多くの方々に

届けるべく、 八王子コミュニティオペラとして名称を一新し、 会場をいちょう

ホールに移しました。「南大沢コミュニティオペラ」が大切にしてきた精神を忘

れず、 より広く八王子の地で愛され、 八王子の文化として誇りを持っていた

だける事業に成長していきます。

　　本日に至るまで、 「南大沢コミュニティオペラ」に様々な形で力を貸してくだ

さった出演者の皆様、 関係者の皆様、 また公演に足を運んでくださったお

客様に心から感謝申し上げますとともに、 新しく「八王子コミュニティオペラ」と

して再出発する本事業をこれからも応援いただけますと幸いです。

【これまでの公演】

平成２２年度　2011年1月　南大沢ニューイヤーコンサート

平成２３年度　2012年1月　南大沢ニューイヤーコンサート

平成２４年度　2013年1月　オペラ　『カルメン』ハイライト

平成２５年度　2014年1月　オペラ　『椿姫』ハイライト

平成２６年度　2015年2月　オペラ　『ラ ・ボエーム』

平成２７年度　2016年2月　オペラ　『愛の妙薬』

平成２８年度　2017年3月　オペレッタ　『チャルダーシュの女王』

平成２９年度　2018年3月　オペラ　『魔笛』

平成30年度　2019年1月　オペレッタ『こうもり』

平成31年度　2020年3月　オペラ『カルメン』ハイライト　※中止

南大沢ニューイヤーコンサート2011

南大沢コミュニティオペラ2014　「椿姫」 ハイライト

南大沢コミュニティオペラ2017　「チャルダーシュの女王」

南大沢コミュニティオペラ2019　「こうもり」

　 衣裳制作ワークショップ （学生ワークショップ）

©©Naoko NagasawaNaoko Nagasawa
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