
Ⅰ.  ルネサンス宗教曲集
　Renaissance sacred music for a cappella choir

1. グレゴリオ聖歌：めでたし、元后あわれみの母
    Cantus Gregorianus: Salve, Regina

2. パレストリーナ：めでたし、元后あわれみの母
    Giovanni Pierluigi da Palestrina: Salve, Regina

3. 3. ヴィクトリア：アヴェ・マリア （ 声）
    Tomás Luis de Victoria: Ave Maria (a4)

Ⅱ.  ブラームス：マリアの歌　作品  （抜粋）
　Johannes Brahms: Marienlieder op.22 (excerpts)

1. 天使の挨拶　Der englische Gruß

4. 狩人　Der Jäger

5. マリアへの祈り　Ruf zur Maria

6. 6. マグダラのマリア　Magdalena

7. マリアへの賛歌   Marias Lob

Ⅲ.  フランス歌曲集    French songs for soprano 
1. フォーレ：蝶と花 
    Gabriel Fauré: Le papillon et la fleur 

2. フォーレ：ピエ・イエズ （レクイエムより）
    Gabriel Fauré: Pie Jesu (from “Requiem”)

3. プーランク：愛の小径
        Francis Poulenc: Les chemins de l'amour

Ⅳ.  プーランク：スターバト・マーテル　（抜粋）
        Francis Poulenc: Stabat Mater (excerpts) 
                                                           室内楽伴奏版：内藤晃編曲
　     1. 悲しみの聖母は佇み　Stabat Mater dolorosa

3. おお、その悲しみと傷はいかばかりか  O quam tristis et afflicta
4. 御子が罰を受けるのを嘆き悲しみ　Quae moerebat 
6. 6. 愛しい御子が息絶えるのを見られ　Vidit suum 
7. さあ、愛の泉なる御母よ   Eja Mater
8. 私の心をキリストへの愛に燃やし  Fac ut ardeat 
9. 聖なる母よ、御子の傷を私の心にも刻み　Sancta Mater
10. キリストの死を私に負わせ　Fac ut portem
12. 肉体が死ぬとき、魂に天国の栄光を    Quando corpus

指揮： 黒岩英臣
ソプラノ： 大村博美（Ⅲ、Ⅳ-, , ）
ピアノ： 内藤晃（Ⅲ、Ⅳ）
室内楽（Ⅳ）： vn 加藤綾子、vc 山田健史、fl 岡本元輝、cl 竹内彬
合唱：クール プリエール

------ 休憩 ------

プログラム



Ⅰ. ルネサンス宗教曲集
Ⅱ. ブラームス： マリアの歌　作品  （抜粋）曲目解説

第１ステージでお送りする、サルヴェ・レジーナ（グレゴリオ聖歌とパレスト
リーナ）とアヴェ・マリア（ヴィクトリア）は、いずれもイエス・キリストの母で
ある聖母マリアを讃え、神への執り成しを祈る聖歌である。
グレゴリオ聖歌は −世紀のローマ教会の典礼の祈りを単旋律で歌うもので、現グレゴリオ聖歌は −世紀のローマ教会の典礼の祈りを単旋律で歌うもので、現代

でもカトリック教会の典礼で用いられることも多い。サルヴェ・レジーナは修道会
の日課の最後、就寝前に捧げる祈りで、原罪によってエデンから追放されて放浪し
ている人間の救いを執り成すように聖母マリアに祈り、聖母を讃える。
ジョバンニ・ピエルルイジ・ダ・パレストリーナ（ジョバンニ・ピエルルイジ・ダ・パレストリーナ（ ?- ）は、カトリック

教会音楽の父とも言われ、ポリフォニー形式の典礼音楽を完成させたルネサンス期
のイタリアの作曲家である。マルチン・ルターの宗教改革に対抗してカトリック教
会で進んだ反宗教改革の中で、教会音楽を世俗音楽から切り離す動きの中心的な役
割を果たし、 曲以上のミサ曲や 曲以上のモテットなど多数の作品を残した。
彼によって完成されたパレストリーナ様式と言われるポリフォニーの手法は、跳躍
の少ない音階的な旋律を歌う各声部が絶えず重なり合いながらも協和音を保ち、重
厚な響きと安定感を与えており、ルターが整備したプロテスタント教会のホモフ厚な響きと安定感を与えており、ルターが整備したプロテスタント教会のホモフォ
ニックなコラールとこの時代の教会音楽の双璧をなしている。本日演奏する５声 
(SATTB) のサルヴェ・レジーナは、 年に出版された５声のモテット集に収めら
れている。第１部で聖母への思慕を、第２部で執り成しを求める祈りを捧げる。
トマス・ルイス・デ・ヴィクトリア（ - ）は、パレストリーナと同時代の

スペインの作曲家で、数多くの典礼音楽を作曲した。 年に奨学金を得てローマ
へ渡り、イエズス会に所属し、司祭となって 年まで滞在した。その間に多くの
モテット、ミサ曲などを作曲している。なお、有名なレクイエムはマドリードに
戻ってからの晩年の作品である。 
アヴェ・マリアは、カトリック教会ではロザリオ連祷などで用いられる日常のアヴェ・マリアは、カトリック教会ではロザリオ連祷などで用いられる日常の場

でもっとも身近な祈りである。古くから無数のアヴェ・マリアが作曲されてきた
が、本日演奏するヴィクトリアによる４声の曲は最もポピュラーなものの一つと言
える。ただ、最近の研究では、生前に出版されてないことなどを理由にヴィクトリ
アの作曲を疑問視する説もある。たとえそうであっても、この曲が珠玉の合唱曲で
あることに変わりはない。この曲はプリエールと黒岩先生との幸せな出会いをもた
らしたとも言える曲で、 年の黒岩先生との最初の演奏会で演奏して以来、その
後も定期演奏会やアンコールのレパートリーとして親しんで来た。後も定期演奏会やアンコールのレパートリーとして親しんで来た。  

 （岡 真）

「マリアの歌」は、ヨハネス・ブラームス（ - ）の最初のアカペラの
合唱曲で、作曲は 年のことである。この年からの２年間は、ブラームスの
合唱曲作りにとって重要な意味のある期間であった。この期間にブラームスは
ハンブルグ女声合唱団を指導しており、女声合唱曲として「マリアの歌」を作
曲した。しかし、アルトパートの音域があまりに低かったこともあり、 年
の出版譜は混声合唱曲となっている。
曲の題材は宗教的性格のものであるが、いわゆる宗教曲というよりは、古く曲の題材は宗教的性格のものであるが、いわゆる宗教曲というよりは、古くか

ら民謡として歌われていたものに基づいていて、その音楽的特徴は、歌詞と同じ
く、あくまでも民謡としての素朴さである。歌詞は「少年の魔法の角笛」などの
民謡集からとられたもので、民衆の純朴な信仰心に訴える、あるいはその発露と
しての情感に溢れたものである。厳格なルター派のクリスチャンであったブラー
ムスにとっては、民衆の間に言い伝えられていたマリアについての伝説を教義的
に受け入れることはできなかったであろう（注：ルター派はマリア信仰をしな
い）が、一方では様々な民俗的な文化に対する豊かな思いを持つ音楽家としてい）が、一方では様々な民俗的な文化に対する豊かな思いを持つ音楽家として、
また幼少期の貧しさの中で培われたかもしれない大衆的信心の底に潜む詩情に対
する親近感をもって、それら伝説を合唱曲として仕上げたのであろうか。
本日演奏するのは、全７曲中の５曲である。７曲にわたって貫かれる一つの

物語性があるのでなく、マリアに関する様々な民話的伝説やマリアへの呼びか
け（祈り）や賛歌から成る。曲を聴くと、いずれもドイツの讃美歌の伝統的な
有節歌曲の形式で、どこかで耳にしたことのあるような親しみのもてるメロデ
ィーであることに気付くであろう。
第１曲「天使の挨拶」は、絵画の題材としてもよく知られた「受胎告知」の第１曲「天使の挨拶」は、絵画の題材としてもよく知られた「受胎告知」の光

景である。第４曲は「狩人」。神みずからが大天使ガブリエルを伴って自分の子
（イエス）の母となるマリアを「狩りに」天からやってくる、という奇想天外
な、これも「受胎告知」の場面の寓話が中世ドイツに伝わっていたようだ。曲中
では狩りの角笛の和音がテーマになっている。第５曲はマリアへの祈りともいえ
る呼びかけであろうか。第６曲のマリアは、聖母でなく、マグダラのマリア。罪
に苦しむ自分に救いをもたらした生前のイエスに従い、その死後も葬られた遺体
を清めようと香油を携えて朝早く墓に来た時の光景が、彼女の心情の動きととを清めようと香油を携えて朝早く墓に来た時の光景が、彼女の心情の動きととも
に描かれている。終曲の第７曲は、マリアへの賛歌である。
ブラームスの合唱曲は、 年の２回目の演奏会と同年の都民コンクール招

待演奏で歌って以来、プリエールと黒岩先生の重要なレパートリーとなってい
る。その中で、「マリアの歌」は、今回が初めての演奏となる。   （村田 隆裕）



Ⅳ. プーランク： スターバト・マーテル （抜粋）

第４ステージでは、フランスの作曲家フランシス・プーランク（ － ）の
宗教曲「スターバト・マーテル」（抜粋）を演奏する。プーランクはオネゲル、ミ
ヨーらとともに、反ロマン主義を標榜する「６人組」の一人として活躍した。作品
は多岐にわたり、音楽評論家のクロード・ロスタンは幅広い作風について「プーラ
ンクの内には『修道僧』と『悪童』が同居している」と評した（久野麗：「プーラ
ンクを探して」）。フランスのピアニスト、パスカル・ロジェは「プーランクは
１小節だけ聴けばプーランクと気付かずにいられない」と記した。日本で言われる 
“プ“プーランク節” はこれを指しているのかもしれない。
プーランクは 年、ソプラノ独唱、５声部の合唱、管弦楽のための「スターバ

ト・マーテル」を作曲した。楽譜の初めにある「クリスティアン・ベラールを偲
び、その霊魂をロカマドゥールの聖母に委ねる」という前書きは、作品を理解する
鍵として重要だ。プーランクは友人ベラールの死を悼む曲を書くに当たり、フラン
ス南部ロカマドゥールの聖堂にある「黒い聖母子像」に、その霊魂を委ねることに
した。最初はレクイエムを考えたが「壮大すぎる」という理由で取りやめ、代わり
にイエスの磔刑を悲しむ聖母を描いた「スターバト・マーテル」に曲を付けること
にしにした。なお、ロカマドゥールは、プーランクが知人の死を悼み 年に訪問しカ
トリック教徒として回心した地である。
「スターバト・マーテル」は 連の３行詩から成り、プーランクはそれを の
楽曲にまとめた。各曲はプーランクの面目躍如で多彩な表情を見せるが、本日は
練習の制約もあって残念ながら、激しい表情の楽曲は割愛した。圧巻のソプラノ
独唱は、世界的に活躍する大村博美氏が、 年延期を快諾しての出演となる。室内
楽伴奏版の編曲は、作編曲家でもある内藤晃氏による。　
第１曲は室内楽の前奏テーマに続き、バスが「御母は悲しみに暮れ 」と嘆きの

旋律を歌い、他のパートに引き継いでいく。第３曲は無伴奏合唱の響きを交えた嘆
きが続くが、第４曲では一転、明るい８分音符の伴奏に乗って合唱が「御子が罰を
受けるのを 」と掛け合いながら歌う。そして第６曲では冒頭テーマを暗示する前
奏の後、ソプラノ独唱がアルト以下の合唱を伴い切々と迫る。第７曲では再度一
転、８分の３拍子の快活なメロディーが展開され、語弊を恐れずに言うなら、クリ
スマスの歌でも口ずさんでいる気分だ。第８曲はバスを除く無伴奏の３声で荘厳に
祈り祈り、第９曲では伴奏付き全体合唱で表情豊かに歌う。そして、サラバンド風葬送
の前奏で始まる第 曲では、ソプラノ独唱が合唱を率いる形でプーランクの世界を
存分に歌い上げる。終曲の第 曲ではソプラノ独唱と合唱が「天国の栄光を」と繰
り返した後、冒頭テーマを再現し、最後に室内楽が fff で締めくくる。（宮脇 英朗）

Ⅲ. フランス歌曲集

第３ステージではソプラノ歌手の大村博美氏による珠玉のフランス歌曲集をお
届けする。大村氏は７～８月にイタリアの伝統あるプッチーニ・フェスティバル
で、歌劇「トスカ」のタイトルロールを演じて世界的名声をさらに高めたばか
り。コロナ禍のさなか、日欧を往復してのプリエール出演に、団員一同、感謝し
かない。ピアノ伴奏の内藤晃氏は、近代フランス曲にも造詣が深い。
１．フォーレ： 蝶と花
ガガブリエル・フォーレ（ - ）がパリの古典宗教音楽学校に在学中の 歳

の時に作曲した最初の正式な作品で、作品番号「 － 」が付けられた。詩はヴィク
トル・ユーゴー（ - ）の詩集「薄明の歌」から取られた。
蝶と花の恋物語。地上から離れられない花にとって、自由に飛び回る蝶がもど

かしい。「逃げないで！」という花の呼び掛けが切ない。曲そのものは優美で明
るく、８分の６拍子のピアノ伴奏で花がモノローグ風の思いを語り、「あなたの
ような羽がほしい」と訴えて終える。
古今東西、特に音楽の世界では、蝶や花が恋の主役を演じてきた。モーツァ古今東西、特に音楽の世界では、蝶や花が恋の主役を演じてきた。モーツァル

トのオペラ「フィガロの結婚」のアリア「もう飛ぶまいぞこの蝶々」は浮気男を
蝶に例えたもので、演歌「花と蝶」には男女の恋のはかなさが描かれている。
２．フォーレ： ピエ・イエズ （レクイエムより）
三三大レクイエムの一つであるフォーレの「レクイエム」（ 年に初稿完成）

中のソプラノ独唱曲で名曲中の名曲だ。単独で演奏されることも多く、 年に
パリで演奏された際にはこの曲だけ繰り返されたという。シンプルだが優美な旋
律が原曲ではオルガン伴奏で歌われ、弦とハープの“間奏”が優しく寄り添う。フォ
ーレの師で友人でもあるサン＝サーンスは「アヴェ・ヴェルム・コルプスはモーツ
ァルトで決まり。同じようにピエ・イエズはこれ（フォーレ）で決まりだ」と語っ
たという。（マイケル・スタインバーグ：「合唱の名曲－鑑賞の手引き」）
３．プーランク： 愛の小径３．プーランク： 愛の小径
フフランシス・プーランク（ - ）が 年に書いたシャンソン風の歌
曲。プーランクの最もポピュラーな作品で演奏される頻度も高い。舞台劇「レオ
カディア」の付随音楽として書かれたもので、劇に出演した女優兼歌手のイボン
ヌ・プランタンに捧げられた。出始めは嬰ハ短調、４分の３拍子のやや暗めの旋
律だが、途中で変ニ長調に転調すると「小径」の思い出が優美なメロディーで歌
われる。ウィンナワルツとはまた異なる趣のフランス風ワルツで、目を閉じると
パリの街角が浮かぶ。パリ近郊に長年住み、今もフランス在住の大村氏が今回、
「是「是非歌いたい」と最初に選んだ、とびっきりのシャンソンをどうぞ。  （宮脇 英朗）



黒岩 英臣（指揮） KUROIWA Hideomi  
年東京生まれ。桐朋学園大学音楽学部指揮科において故斎藤秀雄氏に師

事。 年同大学を卒業後、修道士となり 年まで修道生活を送った。その
間、神学、哲学、ラテン語、グレゴリアン、ポリフォニーを学び、典礼音楽の指
揮、作曲を行う。 年、再び音楽に専念。全国の主要オーケストラとの共演を
数多く行っており、安定した評価を得ている。自らが敬虔なキリスト教徒というこ
とから、宗教音楽に造詣が深く、オラトリオ、レクイエム、ミサ曲等での名演を重
ねている。 年の年頭には、J.S.バッハ没後 年を記念し、東京オペラシティ
コンコンサートホールで「マタイ受難曲」を指揮し、「強固な信心に裏打ちされた演
奏には、胸を打つ何かが響いてくる」と絶賛された。 年～ 年九州交響楽
団、 年～ 年神奈川フィルハーモニー管弦楽団、 年～ 年関西フィルハー
モニー管弦楽団常任指揮者を歴任。 年から山形交響楽団常任指揮者を務
め、 年から現在に至るまで同団名誉指揮者を務めている。また、 年より

年まで桐朋学園大学にて教鞭を執り、多くの著名な指揮者を育て上げた。
年よりクールプリエールの常任指揮者。

東京藝術大学卒業、同大学院修了。イタリアとフランスで研鑽を積み、マルセイユ
国際オペラコンクール優勝はじめ国際コンクール受賞多数。欧米豪の歌劇場や音楽
祭で、蝶々夫人をはじめ、“ノルマ” のタイトルロール、オテッロのデズデモナ、トロ
ヴァトーレのレオノーラ、フィガロの結婚の伯爵夫人などで招かれて活躍。オペラ
オーストラリアからは違う演出で２本の蝶々夫人のDVDが発売中。またコンサート
の分野でもロンドン交響楽団とブラームスのドイツレクイエムのソロを務めるなど、
高い評価を受けている。近年ではイタリアのトッレデルラーゴのプッチーニ・フェス
ティティバルに２年連続で蝶々夫人、３年目の今年はトスカで招かれ絶賛を博するなど
国際的な活躍を続けている。日本では新国立劇場の新演出蝶々夫人の初演、新演出
ドン・カルロ初演時のエリザベッタ役で大成功をおさめ、近年では東京二期会の
蝶々夫人、トスカ、椿姫、コンチェルタンテシリーズの “ノルマ” などで喝采を浴び
た。フランス在住。二期会会員。オフィシャルサイト hiromiomura.com

大村 博美（ソプラノ）OMURA Hiromi 

ピアニスト、指揮者、作編曲者。東京外国語大学卒業。弾き振り
を含む多彩な演奏活動とともに、「もっと深い音楽体験」を共有
すべく、ユニークな発想でレクチャーや執筆を行う。月刊音楽現
代に「名曲の向こう側」を、日本音楽協会ウェブサイトに「作曲
家の演奏美学」を連載。訳書にW.イェーガー編「師としてのリ
スト」（音楽之友社）、校訂楽譜に「ケクランやさしいピアノ作
品集」（音楽之友社）、編曲楽譜に「Ｇ線上のアリア（ピアノ独
奏版奏版）」（ミューズ・プレス）などがある。ＣＤに「Primavera」
（レコード芸術特選盤）「言葉のない歌曲」（同準特選盤）など
があるほか、マリンバ吉川雅夫氏や作曲家春畑セロリ氏のＣＤ
でピアノを務め、一流ソリストや作曲家からも厚い信頼を寄せら
れている。教育楽器ユニット「おんがくしつトリオ」、ＣＤレー
ベル「sonorité」主宰。　http://www.akira-naito.com/

内藤 晃（ピアノ・編曲）NAITO Akira 

プロフィール



ｸール プリエール（合唱）Choeur Prière
年、東大柏葉会OBを中心に 数人で発足。創立メンバーの橋本光廣が、団内指揮を務

める。初期の指揮者は栗山文昭氏。合唱団O.M.P.メンバーとして、 年、 年、全日本
合唱コンクール全国大会にて金賞。 年に黒岩英臣氏を常任指揮者に迎え、翌年、アンサ
ンブル・ミニョン（女声）と合併、新生クールプリエールとして再スタートし、 現在に至る。
主主としてルネッサンス期の宗教曲・世俗曲、ロマン派、近現代に至るヨーロッパのア・カペラ
合唱曲をレパートリーに、繊細なアンサンブルを目指している。 年都民コンクール第一部
門第一位、 年同招待演奏（黒岩英臣指揮）、 ～ 年宝塚国際室内合唱コンクール銅
賞、TVEC（東京ヴォーカルアンサンブルコンテスト） 年一般の部金賞、 年以降では
銀賞 回・銅賞 回入賞。　http://www.choeurpriere.com/　

加藤綾子 (ヴァイオリン）KATO Ayako 
ヴヴァイオリニスト。音楽プロジェクト《ムジカコスモス》メンバー。
年 月、ルネサンス聖歌や即興演奏、多重録音等を交えたコンサート・
ビデオ《DD》をフルーティスト・今井貴子との共同制作でリリース。
今夏、ベルギー・ナミュールの音楽院IMEP修士演奏家課程を修了。コ
ンチェルト試験でH.デュティユ作曲「夢想の樹」を演奏、リサイタル試
験共に学年最高点を得る。https://ayako-kato.com/

山田健史 (チェロ）YAMADA Kenji 
桐朋学園大学音楽学部演奏学科卒業。大学卒業後渡仏し、リヨンにて
研鑽を積む。また、第 回宮崎国際音楽祭、国内外の音楽祭に出演。
第 回コンセール・ヴィヴァン新人演奏家オーディションに弦楽四重奏
で合格。現在はソロ、室内楽、オーケストラ等幅広く活動を行ってい
る。桐朋学園芸術短期大学演奏助手。https://kenji-yamada.com/
          

岡本元輝 (フルート、ピッコロ）OKAMOTO Genki 
神神奈川県立弥栄高等学校芸術科音楽専攻を経て、東京音楽大学卒業。
第 回武蔵野音楽大学インターナショナル・サマースクール・イン・ト
ウキョウにおいて、ミヒャエル・ファウスト氏のクラスを修了。講師推薦
コンサートに出演。現在、オーケストラ、吹奏楽、室内楽、指導などで
活動している。BodyChanceアレクサンダーテクニーク教師養成音楽プ
ロコースを卒業。教師資格を取得。https://www.okamotogenki.com/
     

竹内彬（クラリネット）TAKEUCHI Akira 
音音楽博士。群馬大学教育学部音楽専攻卒業。パリ・エコール・ノル
マル音楽院コンサーティスト高等ディプロムを取得。東京音楽大学
大学院修士課程および博士後期課程を修了。芸劇ウインドオーケス
トラアカデミー修了。クラリネットを菅生千穂、海鋒正毅、ギイ・ダ
ンガン、三界秀実、四戸世紀の各氏、音楽学を藤田茂氏に師事。研
究の中心はドビュッシー、 世紀末前後のフランス音楽。
https://clarinetakeuchi.jimdofree.com/


