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Ⅰ

ショスタコーヴィチ作曲

英国詩人の詩によるバスのための６つの歌 作品62より
1. 息子へ

3. 処刑の前のマクファーソン

プーシキンの詩による４つの歌曲 作品46より
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1. 復活
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「ムツェンスク郡のマクベス夫人」作品29より
歌劇
ボリスの歌「俺は腹がへったぞ」

ш и мо то

解説「太陽に憑かれて──ショスタコーヴィチとスターリン」

解説「影とのダイアローグ」
ショスタコーヴィチ作曲

「鼻」作品15より
歌劇
第１幕・第１場 コワリョーフの歌
「ぶるる！ ぶるる！ ぶるる！」 本邦初演
ミケランジェロ組曲 作品145より
6.ダンテ

ма

レビャートキン大尉の４つの歌 作品146［全曲］

эя

1.レビャートキン大尉の恋 2. 油絵
3. 家庭教師嬢のための舞踏会 4. 輝ける人

Ик

エピローグ「つかれた太陽」ペテルブルクスキー作曲

2016年10月31日

19:00開演

（18:30開場）

入場料［ 全自由席 ］ 一般 4,000円 学生 3,000円
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二期会チケットセンター
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東京文化会館 小ホール
JR上野駅公園口

東京文化会館チケットサービス

後援 ロシア連邦大使館／ロシア連邦交流庁（Rossotrudnichestvo）
毎日新聞社／日本・ロシア音楽家協会／二期会ロシア歌曲研究会
二期会ロシア東欧オペラ研究会／公益財団法人東京二期会

03-3796-1831

マネジメント 公益財団法人東京二期会

03-5685-0650

ショスタコーヴィチの歌曲作品の紹介（本邦初演）は、私の重要

ショスタコーヴィチ生誕110年の記念すべき年に、わが敬愛す

なライフワークのひとつであります。この度、第30回記念とし

るバス歌手、岸本力と「共演」する。何という幸せか。岸本は、

て、亀山郁夫先生との開催をお願いしたのは、昨年１月10日の

日本を代表するロシア歌曲の歌い手として長く活躍してきたが、

二期会ロシア歌曲研究会・特別例会でのレクチャー「二枚舌の苦

甘く美しい声はもとより、私がとくに注目しているのは、その先

悩──ショスタコーヴィチとスターリン」に感動したことによります。

鋭な問題意識である。今回は、彼自身30回目のリサイタル。自

亀山氏は、以前から多くの著書・新聞・テレビなどで、ソ連時

らの歌手生活の集大成の意味をこめて、本演奏会を企画した。奇

代の芸術文化、ドストエフスキーなどについて雄弁に論評され、

しくも来年は、ロシア革命から百年。スターリン時代の現実に肌

多くのファンを堅持されています。

で接したショスタコーヴィチの音楽がはらむ謎と計り知れぬ深

尊敬し、憧れの亀山氏との「共演」は私にとりましても大いな

さ、そして不幸な歴史しか歩めなかったロシア人の鬱積する思い

る喜びであります。今回の新しい企画による、歌とトークの融合

をともに経験しながら、20世紀ロシア音楽の現代的意味を考え

は、きっと皆様に新鮮な楽しさを与えるものと信じています。

直す意義ある機会となることを願っている。

岸本 力

バス

名古屋外国語大学 学長 亀山郁夫

解説

岸本 力

亀山郁夫

KISHIMOTO Chikara

KAMEYAMA Ikuo

東京藝術大学卒業、同大学院修了。1976年文化庁
派遣芸術家在外研修員として留学。1977年ローマ・

1949年、栃木県生まれ。名古屋外国語大学学長。
ロシア文学者。東京外国語大学卒業、東京大学大学

サンタ・チェチーリア・アカデミー修了。第 41回日
本音楽コンクール第1位、第 5回チャイコフスキー

院博士課程単位取得退学。前東京外国語大学学長。
2002年に「磔のロシア―スターリンと芸術家たち」

国際コンクールで最優秀歌唱賞。
1984年の「ショスタコーヴィチ歌曲の夕べ」のリサ
イタルで第39 回文化庁芸術祭で優秀賞受賞。
2010年 12 月文化庁長官表彰賞受賞。2012年2月ロ
シアのメドベージェフ大統領から日本人歌手として
初めてのプーシキン・メダル（ロシア文化勲章）受章。
2012年11月茨木市民栄誉賞受賞。2015 年ロシア声
楽コンクール主宰。
武蔵野音楽大学講師。日本音楽コンクール、静岡国
際オペラコンクール 等の各審査員歴任。
二期会幹事。

で大佛次郎賞、2007年に翻訳「カラマーゾフの兄
弟」で毎日出版文化賞特別賞、プーシキン賞を受賞。
2012年には「謎解き『悪霊』」で読売文学賞受賞。
ドストエフスキーの新訳では、他に「罪と罰」
、
「悪
霊」があり、現在は「白痴」の翻訳に取り組んでいる。
著書は他に、
「破滅のマヤコフスキー」
、
「熱狂とユー
フォリア」、
「ドストエフスキー 父殺しの文学」
「磔
、
のロシア スターリンと芸術家たち」
、
「偏愛記」な
ど多数。2015年 11 月に、自身初となる小説「新カ
ラマーゾフの兄弟」を刊行。

日本・ロシア音楽家協会副会長。二期会ロシア歌曲
研究会及び二期会ロシア東欧オペラ研究会代表。

メドベージェフ大統領とモスクワ郊外の大統領公邸にて
（2012年2月17日）
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MURAKAMI Gen-ichiro

1971年、第40回 NHK 毎日音楽コンクール第一位
を得、翌年ショパン協会の主催でデビュー。1973
年桐朋学園大学卒業後、ルーマニアのブカレスト音
楽院へ留学。各国のコンクールで上位入賞。1978 年
にはチャイコフスキー国際コンクールでファイナル
ディプロマを獲得している。
国内、ヨーロッパ各地で、リサイタルをはじめ、室
内楽、各オーケストラとの共演、放送局での録音、
と幅広く活動。2002年9 月には、GEN 室内管弦楽
団を結成。2004年には渡欧し、ドイツ・ハイデル
ベルク公演、コンチェルトの夕べで好評を博した。
ディヌ・リパッティ国際コンクール（ブカレスト）、
日本音楽コンクールを始め数多くのコンクールで
の審査員を務める。2000年 4 月〜2001年3 月ハイ
デルベルク大学客員研究員（ドイツ）。2011年8 月
23 日に「村上弦一郎デビュー40周年記念演奏会」
（サントリー大ホール）開催。現在、桐朋学園大学
教授。

KITAMURA Satoshi

関西大学在学中にバンドネオンに出合い小松亮太に
師事、アルゼンチンでフリオ・パネのレッスンを受
ける。
世界各国のタンゴ フェスティバルに出演。11 年元
ピアソラ五重奏団ピアニスト、パブロ・シーグレル
のアジアチームに抜擢される。14 年東京オペラシ
ティのリサイタルシリーズ Ｂ→ C に出演、好評を
得る。
これまでに須川展也、鈴木大介、波多野睦美、菊地
成孔、川井郁子、夏木マリ、エゴラッピン、中島ノ
ブユキ、ビクトル・ラバジェン、仙台フィル等と共
演。NHK「龍馬伝」「八重の桜」「まれ」、映画「そ
このみにて光輝く」をはじめ様々な録音に参加して
いる。
現在、喜多直毅クアルテット、西塔祐三 & オルケ
スタティピカ・パンパ、三枝伸太郎 Orquesta de la
Esperanza 等数多くのバンドに在籍、活動中。

俳優

MORIYAMA Futoshi

これまでに1000本以上に上る多種多様の舞台に出
演。最近では CHONG Tze Chien 氏演出『SEED う
える』（アジア舞台芸術祭 2014国際協同クリエー
ション作品）東京公演・シンガポール公演に出演、
好評を博す。また、オペラ『魔笛』に役者として出
演しザラストロ役を好演。オペレッタ『こうもり』
フロッシュ役では常に好評を博す。その他、岡田圓
氏演出『夜叉ヶ池』『雨月物語・蛇性の婬』
（利賀演
出家コンクール 2007優秀演出家賞受賞作品）
、花
山ら楽氏演出『ＷとＭとＯの∞の悲劇』
『海月くらげ』
（いずれも主演）、西村友氏指揮『兵士の物語』
『ハー
メルンの笛吹き男』など、数多くの舞台に出演。
俳優として活動を続ける一方、『椿姫』
『蝶々夫人』
『マクベス』『魔笛』『イオランタ』等のオペラ演出
を手がけその手腕を発揮。台本作家としても定評が
ある。現在では舞台・映像・CM と多方面に渡って
活躍中。㈱ダブルフォックス所属。

