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ごあいさつ

本日は、このようなご時世にも関わらず「山下裕賀・河野大樹
デュオリサイタル」にお越し頂きましたこと、心より御礼申し上げ
ます。

私にとって"デュオリサイタル"と銘打った演奏会は、これまで
の音楽経験の中で初めてのことです。しかも意外と珍しいテノール
の方とのリサイタル。オペラのデュエット楽しみだな、何を歌おう
かな、と考えていると、候補に出る演目は見事に悲劇ばかり！！
そう、オペラにおいてメゾソプラノとテノールの恋は、どういう
わけか悲しい結末を辿ることが多いのです！

本日の曲目は、そんな悲劇の物語や、クスッと笑える(?!)デュ
エット、コロナ禍で出逢った素敵な歌曲や、ピアノソロまで、私達
の愛する曲を盛りだくさんでお届けいたします。

右往左往する私を支えてくださる河野さん、中山さんの胸を
借りて精一杯演奏いたします。

最後になりましたが、このような機会をくださいました谷川晃様、
岡本まりこ様にも、御礼申し上げます。2023年にもなってまだ
少し制限された毎日ですが、このリサイタルの時間は日常の
窮屈なことをどうか忘れて頂いて、どうぞゆっくりお楽しみください。

山下裕賀 Hiroka Yamashita

ごあいさつ
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本日はお忙しい中、山下裕賀・河野大樹デュオリサイタルに
お越し頂き、誠にありがとうございます。

コロナ禍で活動を制限されてからは試行錯誤の日々が続き
ましたが、本日こうして皆様の前で歌える事をとても嬉しく
思っております。長らく続くコロナ禍では、歌い手としての自分
がどうあるべきか、という事を考えるきっかけになりました。
聴き手ありきの私たちの職業にとって、足を運んで頂けるお客
様に少しでも楽しんで頂きたい！そんな事を日々思いながら
歌っております。

感染対策によりオンライン配信が急速に普及しましたが、歌
は息遣い・表情も含め、直接聞いて頂くのが一番です。本日は
こうして皆様と同じ空間を共有して演奏できる事、とても幸せ
に感じております。

本日はメゾソプラノの山下裕賀さん、ピアニストの中山瞳さん
をお迎え致しました。お二人とも私の尊敬する音楽家であり、
このメンバーで演奏会を迎えられることがとても幸せです。
また運営では谷川晃さんと岡本まりこさんに多大なるご尽力を
賜り、この紙面をお借り致しまして心より感謝申し上げます。

最後になりましたが、ご来場頂きましたお客様お一人おひと
りに感謝申し上げますと共に、どうぞ末永く、あたたかいお気
持ちで見守りご支援し続けていただけますことを、 併せて心
からお願い申し上げます。

河野大樹 Hiroki Kono

http://www.shibamusik.com/
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－第1部－

A.スカルラッティ：オペラ《愛の誠》より“陽は既にガンジス川から”
A.Scar la t t i：《L'onesta negl i  amor i》 “Gia i l  so le  da l  Gange”

F.ガスパリーニ：“あなたへの愛を捨てることは”
F.Gaspar in i： “Lasc iar d’amart i ”

V.ベッリーニ：《６つのアリエッタ》より“私の偶像よ”
V.Bel l in i：《Sei  Ar ie t te》 “Per p ie tà,  be l l ' ido l  mio”

G.ロッシーニ：《老いの過ち》第3巻 より“亡命者”
G.Ross in i：《Péchés de vie i l lesse》 “L ’esule”

J.ブラームス：《ジプシーの歌》
J.Brahms：《Zigeuner l ieder》

“さあジプシーよ 弦をかき鳴らせ”
”He,  Z igeuner,  gre i fe  in  d ie  Sai ten“

“高く波立つリマの流れよ”
“Hochgetürmte Rimaf lu t “

“日焼けした少年は踊りへと誘う”
“Brauner Bursche führ t  zum Tanze”

L.V.ベートーヴェン：”アデライーデ“
L.V.Beethoven： “Adela ide”

F.リスト：“ローレライ”
F.L iszt： “Die Lore ley”

R.シュトラウス：《６つの歌》より“セレナード”
R.Strauss：《Sechs Lieder》 “Ständchen “

G.ロッシーニ：“猫の二重唱”
G.Ross in i： “Duet to  buf fo  d i  due gat t i ”

プログラム
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〈休憩 15分〉

－第2部－

G.ロッシーニ：オペラ《チェネレントラ》より“何か分からぬ甘美なものが”
G.Ross in i： “Un soave non so che”

N.ヴァッカイ：オペラ《ジュリエッタとロメオ》より“ああもし君が眠っているのなら”
N.Vaccai：《Giul ie t ta  e Romeo》 “Ah!  Se tu  dormi  ”

C.グノー：オペラ《ロメオとジュリエット》より“ああ！昇れ 太陽よ”
C.Gounod：《Romeo et  Ju l ie t te》 “Ah !  Leveto i ,  so le i l ! ”

F.リスト：“リゴレット・パラフレーズ”
F.L iszt： “Paraphrase de concert  sur  Rigo let to”

J.マスネ：オペラ《ウェルテル》
J.Massenet： 《W erther》

“ウェルテル！誰が言えるでしょう…（手紙の歌）”
“W erther !  Qui  m’aura i t di t… ”

“春風よなぜ目覚めさせるのか”
“Pourquoi me révei l ler ”

※やむを得ない事情で曲目等が変更になる場合がございます。ご了承ください。
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A.スカルラッティ：オペラ《愛の誠》より“陽は既にガンジス川から”
イタリアのバロックを代表する作曲家、A.スカルラッティ（1660-1725）に
よるオペラ 《愛の誠》中のアリアです。太陽の光に照らされた世界の美
しさを、素朴なメロディで歌い上げます。

F.ガスパリーニ：“あなたへの愛を捨てることは”
F.ガスパリーニ（1668-1727）も、イタリアのバロック期に活動した作曲家です。
ヴェネツィアのピエタ慈善院にて合唱長を務め、ヴィヴァルディなど当時活
躍していた作曲家とも交流がありました。この曲は、愛することの苦しみを
メランコリックに歌います。

V.ベッリーニ：《６つのアリエッタ》より“私の偶像よ”
V.ベッリーニ（1801-1835）は、ロッシーニやドニゼッティとともにベルカン
ト・オペラの作曲で一時代を築いた作曲家です。1828-1829年に作曲された
《６つのアリエッタ》は、友人のピアニストの妻であったマリアンナ・ポリーニ
に献呈されました。その曲集の一曲である本作の詩は、メタスタージオ作の
台本《アルタセルセ》から取られています。つれない応対をしてしまった恋人に、
自らの誠実な愛を情熱的に伝える曲です。

G.ロッシーニ：《老いの過ち》第3巻 より“亡命者”
V.ベッリーニと同時代に、主にオペラの作曲で活躍した作曲家G.ロッシー
ニ（1 7 9 2 - 18 68 ）。彼は3 7歳で書き上げた大作《ウィリアム・テル》を最後
にパリのオペラ界からは身を引き、44歳でボローニャに越してから76歳で
亡くなるまでイタリアで料理の創作に情熱を傾けます。その時代に書いてい
た室内楽やピアノ曲、声楽曲を集めて編纂したのが《老いの過ち》です。“亡
命者”は、故郷を離れて暮らす人が、その土地の美しい自然に魅了されな
がらも、逃れがたい郷愁を歌う曲です。

曲目紹介
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J.ブラームス：《ジプシーの歌》

J.ブラームス（1833-1897）は19世紀のドイツロマン派を代表する作曲家です。
《ジプシーの歌》は、1887-1888年にハンガリー民謡を題材にして作曲され
ました。当初は四重唱曲として作曲されましたが、後に作曲家自身によって
独唱曲へと編曲され、今日でも様々な名歌手によって歌われています。

“さあジプシーよ 弦をかき鳴らせ”

1曲目は、不幸な女性がジプシーに向けて泣かせる曲を演奏
してくれと情熱的に頼み込む曲です。

“高く波立つリマの流れよ”

2曲目は、濁るリマ川の流れに自らの心を重ね合わせながら、
恋人を思い歌う曲です。

“日焼けした少年は踊りへと誘う”

3曲目は、軽快なリズムに乗せながら、恋人を踊りへと誘う
少年を描写しています。

L.V.ベートーヴェン：“アデライーデ“
L.V.ベートーヴェン（1770-1827）は有名な交響曲やピアノ曲のほかに、

多くの歌曲（リート）も作曲しました。ベートーヴェンが 20代半ばだった、
1795年頃に作曲されたとされる”アデライーデ“は、当時ウィーンで人気を
博しました。マッティソンの詩は美しい自然と恋人を重ね合わせる素朴な詩
ですが、ベートーベンは恋人の名前「アデライーデ」を様々な箇所に挿入し、
和声の展開とともにドラマチックに盛り上げていきます。

F.リスト：“ローレライ”
ハンガリー出身で「ピアノの魔術師」としておなじみの F.リスト (1811-

1886)は、多くのピアノ曲を作曲しましたが、歌曲も多く残しています。ロー
レライはドイツの民間伝承で有名な水の精で、ライン川を船で下る漁師を美
しい歌で川の中へと引きずり込んでしまいます。詩人H.ハイネは《詩の本》と
いう詩集にこの詩を収録しました。別の作曲家による愛唱歌も親しまれてい
ますが、リストの歌曲はこの詩をよりドラマチックに表現しています。
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R.シュトラウス：《６つの歌》より“セレナード”
R.シュトラウス（1864-1949）はドイツの後期ロマン派を代表する作曲家です。

管弦楽や声楽曲、オペラなど幅広いジャンルで活躍しました。1886年に作曲
された《６つの歌》に収録されている“セレナード”は、彼の歌曲の中で最も
愛される歌曲の1つです。朝方、恋人の眠る部屋に、外から「開けて」と呼び
かけるチャーミングなメロディで始まり、小川も花も眠り静まり返った夜に、
恋人に向かって愛を歌いかけます。

G.ロッシーニ：“猫の二重唱”
G.ロッシーニの作品として知られていましたが、イギリスの作曲家ロバー
ト・パーサール ( 1795 -1856)の作品という説も出てきています。ロッシーニ
のオペラ《オテロ》、デンマークの作曲家であるフリードリヒの“猫のカヴァ
ティーナ”からの引用があります。歌詞は猫の鳴き声「miau」のみで書かれ
ています。もともとはソプラノの二重唱のための作品ですが、今日ではさまざま
な声種で歌われます。

G.ロッシーニ：オペラ《チェネレントラ》より“何か分からぬ甘美なものが”
G.ロッシーニが1817年に作曲したオペラ《チェネレントラ》は、ディズニー
でおなじみのシンデレラのお話を基にしています。この二重唱は、従者に変
装したドン・ラミーロ王子と、小間使いをさせられているチェネレントラが歌いま
す。一目で恋に落ちた2人ですが、話しかけることができず、独白の形でそれぞ
れの気持ちを歌います。身分の差も関係なく、一目ぼれをしたときのきらめき
が、たどたどしくもあふれ出るメロディに表現されています。

N.ヴァッカイ：オペラ《ジュリエッタとロメオ》より “ああ もし君が眠っているのなら”
ここからは2曲は、シェイクスピア作『ロミオとジュリエット』を原作にしたオペラ
から、2つのアリアをお届けします。

1曲目はイタリアの作曲家N.ヴァッカイ（1790-1848）作曲の《ジュリエッタ
とロメオ》からロメオのアリアです。許されざる恋を遂げるため、ジュリエッタ
は仮死状態になる薬を飲み、墓所へと運ばれていきます。そんなジュリエッ
タを見て、死んでしまったと思い込んだロメオは、絶望しながら彼女に目を覚
ますように歌いかけます。
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C.グノー：オペラ《ロメオとジュリエット》より“ああ！昇れ 太陽よ”
2曲目は、フランスの作曲家C.グノー（1818-1893）作曲《ロメオとジュリエッ

ト》からロメオのアリアです。ジュリエットに一目ぼれしたロメオは、彼女を一
目見ようと彼女の家へ向かいます。ジュリエットの部屋の明かりがつくと、彼
女の顔を太陽に例えて情熱的に歌い上げます。

F.リスト：“リゴレット・パラフレーズ”
F.リストは、作曲家であり、また高い技術をもったヴィルトゥオーゾ・ピアニス
トでもありました。初めてピアノのソロリサイタルを始めたことでも有名です。
19世紀を通して世間を席巻していた人気のオペラのフレーズをピアノに取り
入れ、楽器を最大限に活かした編曲作品を数多く残しました。本作は、ヴェ
ルディのオペラ《リゴレット》3幕の四重唱を、リストが自由な形式で編曲した
作品です。

J.マスネ：オペラ《ウェルテル》
プログラムの最後は、フランスの作曲家J.マスネ（1842-1912）作で1892年
に初演されたオペラ《ウェルテル》より、2つのアリアを取り上げます。この
オペラはゲーテの《若きウェルテルの悩み》を原作にしたオペラで、若き青年
ウェルテルがロッテという女性に恋をするが叶わず、最後は自らの命を絶っ
てしまうという悲劇的な物語です。

“ウェルテル！誰が言えるでしょう…（手紙の歌）”
1曲目は3幕で歌われるシャルロッテのアリアです。婚約者と結婚

した彼女は、ウェルテルの愛情に心を動かされながらも、一度
この街を去って冷静さを取り戻すように伝えます。このシーンでは、
シャルロッテはウェルテルから受け取った情熱的な手紙を読み返して
います。読み返しながら、だんだんと彼への気持ちが抑えきれなく
なってきます。

“春風よなぜ目覚めさせるのか”
2曲目も同じく3幕で歌われる、ウェルテルのアリアです。彼はシャ

ルロッテの元に戻ってきますが、不幸な運命に絶望して拳銃での
自殺を考えます。翻訳したオシアンの詩を手に取り、自らの絶望と重ね
合わせて歌い上げます。

字幕・プログラム解説 前原拓也



河野 大樹（テノール）
Hiroki Kono

埼玉県出身。慶應義塾大学経済学部卒業。
東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程声楽
(オペラ)専攻修了。第６５期二期会オペラ研修所
マスタークラス修了。在籍時に奨励金を授与。修了
時に奨励賞および優秀賞を受賞。第11回高校生の
ための歌曲コンクールにおいて優秀賞受賞。副賞と
してイタリア短期留学、Jenni Dundekova女史の

指導を受ける。第64回全日本学生音楽コンクール東京大会声楽部
門高校生の部 入選。第48回イタリア声楽コンコルソ イタリア大使杯
賞受賞。

山下 裕賀（メゾ・ソプラノ）
Hiroka Yamashita

京都府出身。東京藝術大学声楽科卒業。
同大学院修士課程オペラ専攻を首席修了。同大学
院博士後期課程単位取得満期退学。第 21 回コン
セール・マロニエ 21 第 1 位。

オペラでは、日生劇場主催《ヘンゼルとグレーテル》
ヘンゼル役、《カプレーティとモンテッキ》ロメーオ役、

プロフィール

《セビリアの理髪師》ロジーナ役、藤沢市民オペラ《ナブッコ》フェネーナ役
のほか、《フィガロの結婚》ケルビーノ役、《カルメン》カルメン役・メルセデ
ス役、《マリア・ストゥアルダ》エリザベッタ役(演奏会形式)などに出演。

その他のコンサートでは、ヘンデル《メサイア》、モーツァルト《レクイエム》、
ベートーヴェン《第九》、ヴェルディ《レクイエム》、デュリュフレ《レクイエム》、
プロコフィエフ《アレクサンダー・ネフスキー》、ヤナーチェク《グラゴル・ミサ》
(大野和士指揮・東京都交響楽団)等で多数ソリストを務める。NHK-
FM「リサイタルパッシオ」出演。名古屋音楽大学主催、ヴェッセリーナ・
カサロヴァ女史によるマスタークラスを受講。日本声楽アカデミー会員。

プロフィール



中山 瞳（ピアノ）
Hitomi Nakayama

東京藝術大学を卒業後、ウィーン国立音楽大学室内
楽科にて4年間研鑽を積む。帰国後、東京芸術大学
大学院修士課程を修了し、修了時に大学院アカンサス
賞及び芸大クラヴィーア賞を受賞。これまでにピアノ、
室内楽を渡辺昌代、三村則子、岡田敦子、有森博、
アヴォ・クユムジャンの各氏に師事。

プロフィール

第 29 回飯塚新人音楽コンクール ピアノ部門第 1 位、第 21回ヨハネス・
ブラームス国際音楽コンクール ピアノ部門第 2 位、2013,2014 年国際
夏季アカデミー(オーストリア)にてピアニスト賞などを受賞する。その際
オーストリア国営放送局で行われた受賞者コンサートに出演し、その様子
が配信された。また、弘中佑子氏とピアノデュオを結成し、ザルツブルク=
モーツァルト国際室内楽コンクール2019 in Tokyo 第 2 位を受賞。
これまでに芸大フィルハーモニアと共演。ソロ、室内楽、声楽伴奏など
幅広い演奏活動や後進の指導に当たっている。

オペラでは平成26年度「次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
(文化庁主催)にてオペラ「友人フリッツ」タイトルロールでオペラデビュー
後 、 イ タ リ ア の teatro toraetta （ ト ラ エ ッ タ 歌劇場 ） に て Vito
Clemente指揮《ラ・ボエーム》ロドルフォ役、第65回藝大オペラ定期
《コジ・ファン・トゥッテ》フェルランド役、第67回《魔笛》武士・僧侶役で出演。
他にもトンマーゾ・トラエッタ《遍歴騎士》グイード役、《カルメン》レメン
ダード役、東京二期会《天国と地獄》オルフェ役（アンダースタディ）で出演。

コンサートでは第38回「下町の第九」（藝大フィルハーモニア管弦楽団）、
第41回NHK東京児童合唱団「定期演奏会」大谷研二指揮《カルミナ・
ブラーナ》テノールソリスト、バッハ《ロ短調ミサ》などでソリストを務める。
第26回二期会ディーヴァ,ディーヴォに出演。文化庁委託事業「令和４年
度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」昭和音大主催エルネスト・
パラシオ氏、カルメン・サントーロ氏によるマスタークラスを受講。
二期会会員。日本演奏連盟会員。

スタッフ：事務局 谷川晃/Music Office Sonus代表 ＆岡本まりこ
撮 影 渡辺将大
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