
CHANSONS POPULAIRES シャンソン・ポピュレール （世俗的な唄） 

 オッフェンバック・・・フォルテュニオの唄 

ベラ・・・ミミ パンソン 

グノー・・・ヴェニス 

アーン・・・ブドウ収穫の 3 日／みやびやかな宴  … 千野由紀子／上田早智子 

 

フォーレ・ドビュッシー・ラヴェルの歌曲と生涯 年表  村田健司 編 
 フォーレ（１８４５ー１９２４） 

 １０代 学生 

１８６１ １６歳 蝶と花 五月 

１８６２ １７歳 愛の夢   

 ２０代 オルガニスト／社会人 

１８６７ ２２歳 僧院の廃墟にて 船乗り 

１８７０ ２５歳   リディア／讃歌 

※ 普仏戦争に従軍 

１８７１ ２６歳  孤独／亡き人 

夜明け／代償／秋の歌 

１８７２  ２７歳 漁夫の唄（ラメント） 
※ ヴィアルドー夫人のサロンに出入り 

① 漁夫の唄（ラメント） 

 ・・・ 吉永研二／小原木ひとみ  

１８７３ ２８歳  朝の歌／悲しみ 

舟唄（バルカロール） 

② 朝の歌 

 ・・・ 渡辺藍子／小原木ひとみ 

１８７４ ２９歳  この世！ 

 

第３２回－２  

フランス歌曲勉強会 
 

２０１９年 ４月１４日 

１５時より 

 

於：アトリエ・デュ・シャン 

 スタジオ A 



１８７５  ３０歳  水のほとり  

  ドビュッシー（１８６２－１９１８） 

１８７６  １４歳 星の夜 （１０代 学生） 

 ３０代 成熟期  

１８７７ ３２歳  
※ マリアンヌ・ヴィアルドーと破談 

 

１８７８ ３３歳  トスカナのセレナード 

夢のあと／スィルヴィー ／ネル 

ある日の詩（出会い/いつも/さようなら） 

旅人／秋 

③ネル 

・・・ 渡辺藍子／小原木ひとみ 

④ 夢のあと 

  ・・・ 吉永研二／小原木ひとみ 

１６歳 麦の花 

１８７９ ３４歳  ゆりかご／私達の愛  

⑤ 私達の愛 

  ・・・ 浅岡真理／伊藤友香 

 

１８８０ ３５歳  秘密 １８歳 春が来た 

愛し合って眠りましょう 
※ メック夫人のピアニストとして巡業 

※ ヴァニエ夫人と出会う 

１８８１  １９歳 そよ風 ジャーヌ 

１８８２ ３７歳  愛の唄／歌う妖精  

⑥ 愛の唄 

  ・・・ 浅岡真理／伊藤友香 

⑦ 歌う妖精 

  ・・・ 渡辺藍子／小原木ひとみ 

２０歳 「ヴァニエ歌曲集」（全５曲） 
  （死後のなまめかしさ／ロマンス 

音楽 ／アリエルのロマンス／後悔） 
 「みやびやかな宴」（試作全 5曲） 
（パントミム ひそやかに マンドリン  

月明かり ファントシュ）ロンド／ピエロ  

⑧パントミーム/マンドリン/ピエロ 



 ・・・ 秋田 薫／山形リサ 

１８８３ ３８歳  
※ マリー・フルミエと結婚 長男誕生 

２１歳 感傷的な風景 

 

  ２０代 形成期 

１８８４ ３９歳 夜明け／投げ捨てられた花 

夢の国／イスパアンのバラ  

⑨ 夢の国 

  ・・・ 渡辺藍子／小原木ひとみ 

⑩ イスパアンのバラ 

  ・・・ 浅岡真理／伊藤友香 

２２歳 ローマ大賞受賞 

出現 

１８８５ ４０歳 夜想曲（ノクテュルヌ）  

※ 父他界   

⑪ ノクテュルヌ 

  ・・・ 浅岡真理／伊藤友香 

 

１８８６ ４１歳  クリスマス ２４歳 「忘れられし小唄」（全 6曲） 
（それは恍惚／私の心に雨が降る 

木々の影／木馬／グリーン／スプリーン） 

⑫ 「忘れられし小唄」（全 6曲） 
 （それは恍惚／私の心に雨が降る 

 木々の影／木馬／グリーン／スプリーン） 

 ・・・ 齋藤育子／伊坪淑子 

フォーレの歌曲より 

⑬ 歌う妖精・・・ 浅岡真理／伊藤友香 

⑭ ノクテュルヌ・・・ 渡辺藍子／小原木ひとみ 

 

 

 

 ４０代 ５０代 円熟期  

１８８７ ４２歳     贈り物／月明かり 

※ レクイエムに着手 母他界 

２５歳 「ボードレールの５つの詩」 

 

１８８８ ４３歳 涙／墓地にて／スプリーン  



１８８９ ４４歳  バラ／シャイロックの唄 

シャイロックのマドリガル 

２７歳  
※２回目のバイロイトで反ワグナー 

ラヴェル（１８７５～１９３７） 

１８９０ ４５歳  祈り ２８歳 眠りの森の美女／美しき夕べ １０代 学生 

１８９１ ４６歳  「ヴェニスの５つの歌」  
マンドリン／ひそやかに／グリーン 

クリメーヌに／それは恍惚 

※ 初めてのイタリア旅行 

２９歳 庭にて み告げの鐘 

「２つのロマンス」 （ロマンス 鐘） 

 「ヴェルレーヌの３つの歌曲」 
（海はカテドラルよりも/角笛の音/垣の列） 

※ サティーと出会う 

⑬ 「2つのロマンス」（ロマンス 鐘） 

 ・・・ 秋田 薫／山形リサ 

１６歳  

※パリ音楽院ピアノクラスに入学 

  ３０代 成熟期  

１８９２  ３０歳 「みやびやかな宴 Ⅰ」（全 3曲） 

（ひそやかに／あやつり人形／月明かり） 
 

１８９３ ４８歳  町人貴族のセレナード ３１歳 「抒情的散文」（全 4曲） １８歳 愛に死せる王女のためのバラード 

１８９２ ４７歳～４９歳  

「優しき歌」（全９曲） 

４９歳  牢獄 

  

１８９３   

１８９４  ２０代 ローマ大賞に数回挑戦 

１８９５   ２０歳 暗く果てない眠り 

１８９６ ５１歳 夕暮 
パリ音楽院作曲対位法フーガの教授     

 ２１歳 聖女 

１８９７ ５２歳  アルペジオ 

消え去らぬ香り 

３５歳 「ビリティスの唄」（全 3曲） 
    （パンの笛／髪／ナイアードの墓） 

２２歳 紡ぎ車の歌 

１８９８ ５３歳  メリザンドの唄  ２３歳 何と打ち沈んだ 

１８９９  ３７歳 ※ リリー・テクシエと結婚 ２４歳 クレマンマロの 2つのエピグラム 

  ４０代 円熟期  

１９０２  ５７歳 九月の森／水の上を行く花

アコンパニュマン 

⑭ 九月の森 

４０歳 ※ 「ペレアス」初演  



 ・・・ 吉永研二／小原木ひとみ 

１９０３ ６０代 聴覚障害  ２８歳 花のマント 「シェエラザード」全 3曲 

１９０４ ５９歳  いちばん優しい路／山鳩 ４２歳 「みやびやかな宴 Ⅱ」（全 3曲） 

  （うぶな男達／牧神／わびしい対話） 

「フランスの３つの唄」 

「恋人達の散歩道」（全 3曲） 

※ リリー自殺未遂 

⑮ 時はそのマントを脱ぎ捨てた 

 プレザンスが死んだので 

 ・・・ 吉永研二／小原木ひとみ 

 

３０代 成熟期 

１９０５  ４３歳 「ヴィヨンの３つのバラード」 

※ リリーと離婚 

※ エンマ・バルダックと同居 

３０歳 おもちゃのクリスマス 

※ 5回目のローマ大賞に落選 

   「ラヴェル事件」が起きる。 

１９０６ ６１歳 唄／無言の贈り物 

※ パリ音楽院院長 

６１歳～６５歳  

「イヴの歌」 （全１０曲） 

 ３１歳 「5つのギリシャ民謡」 

「博物誌」（全 5曲） 風は海から 

⑯「５つのギリシャ民謡」 
花嫁の目覚め/彼方の教会へ/どの伊達男が？ 

 ランティスクを採る女たちの唄/みんな楽しく！ 
 ・・・ 木村雄太／上田早智子 

１９０７  ３２歳 ヴォカリーズ 草の上 

⑰ 草の上 

 ・・・ 木村雄太／上田早智子 

１９０８  ３３歳 ※父他界 

１９０９  ３４歳 トリパトス ※ディアギレフと出会う 

１９１０  ４８歳  ※ 父他界 ３５歳 「4つの民謡」スコットランドの歌 

※ストラヴィンスキーと出会う 

１９１３  ５１歳 「マラルメの３つの詩」 
（ため息／取るに足らない願い／扇） 

３８歳 「マラルトの 3つの詩」 



  ベルリオーズ 「夏の夜」より   

君なくして／墓地にて／未知の島  ・・・ 西尾京子・石川真帆 

 

 

 

 

１９１４ ６９歳 「閉ざされた庭」（全８曲） 

※ 聴覚をほとんど失う  

 ３９歳 「2つのヘブライの詩」 

     「3つの歌」 

１９１５  ５３歳 家がない子のクリスマス ４０代 器楽とオーケストラに没頭 

１９１６   ４１歳 ※第 1次世界大戦に従軍 

１９１７   ４２歳 ※母他界 

１９１８  ※ ドビュッシー５６歳で没  

１９１９ ７４歳  「幻影」（全４曲） 平和    

１９２０  １９２０ ４５歳 ※レジオン・ドヌール勲章を辞退 

１９２１ ７６歳 「幻想の地平線」 （全４曲） １９２１ ４６歳 ※モンフォールに家を買う 

１９２４ ※ フォーレ７９歳で没   

マドレーヌ寺院で国葬 

１９２４ ４９歳 ロンサール ここに眠る 

  ５０代 インターナショナルな活動 

１９２６ ５１歳 「マダガスカル島の歌」 

１９２７ ５２歳 夢 

１９２８ ５３歳 ※アメリカ演奏旅行 

１９３３ ５８歳 「ドン・キホーテ」 全 3曲 

※ 病気の兆候がある 

１９３７ ６２歳 パリで死去 



 

 

フランシス・プーランク  （１８９９～１９６３） 

１０代  ピアノと作曲のプライベートレッスンを受ける 

１９１９（19 歳） 「動物小話集」「コカルド」 

２０代  「フランス６人組」に参加 

２４ 「ロンサールの詩」 

２６ 「陽気な唄」 

２７ ヴォカリーズ 「歌の調べ」 

３０代 貴族のパトロン バリトン歌手ベルナックと組む 

３１ 「ラランヌの３つの詩」「アポリネールの４つの詩」「ジャコブの５つの詩」 

３４ 「８つのポーランドの歌」 

  ３５ 「エリュアールの５つの詩」 ギターに寄せて 

  ３７ 「こんな日こんな夜」 「ヴィルモランの３つの詩」 

  ３８ 「アポリネールの２つの詩」「燃える鏡」 肖像 ラ・グルヌイエール 平和への祈り 

  ３９ 優しい小さな顔 矢車草 「偽りの婚約」 

４０代   ボルドーで除隊 レジスタンス運動 自作のみで歌曲リサイタル 

  ４０ 「平凡な話」 

  ４２ 「村人達の唄」 

  ４３ 「メタモルフォーズ」「アラゴンの２つの詩」 

  ４５ モンパルナス ハイド・パーク 

  ４６ 橋 ひとつの詩 ポールとヴィルジニー 

  ４７ 「ロルカの３つの唄」…だが それは滅びること 消えた男 讃歌 心に支配される手 

  ４８ 「カリグラム」 

  ４９ マズルカ 

５０代 アメリカ旅行 「カルメル派修道女の対話」 

  ５０ 「冷気と火」 

  ５４ 「パリジアーナ」 ローズモンド 

  ５６ 「画家の仕事」「２つの詩」 最後の詩 

  ５８ 陶器の唄 

６０代  再びアメリカ旅行 突然の死（１９６３ １月３０日） 



プーランクの歌曲より 
 

①「メタモルフォーズ」 
 カモメの女王 

おまえはこんなふうなのだ 

パガニーニ 

… 鈴木芳恵／伊藤友香 
 

②「アラゴンの二つの詩」 

 セー／みやびやかな宴 

 … 鈴木芳恵／伊藤友香 

 

③「冷気と火」 
 眼から、太陽から／朝、枝々は 
 すべて消え去った／庭の闇の中に 

 冷気と火を／男、優しい微笑み 

 流れていく大河は 

 … 尾崎千鶴／清水佐和子 

  ６０ 「短いワラ」（当たりくじ） 


