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Hana wa saku 
‘Flowers will bloom’

Charlotte de Rothschild

conducted by 

City of London Sinfonia

Michael Collins
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1  Akatonbo Red dragonfly    Rofu Miki/Kohsaku Yamada 3.44 

2  Kirito hanashita Talking with the mist    4.11
  Tadayoshi Kamata/Yoshinao Nakada

3 Narayama Nara mountain Shihoko Kitami/Kozaburo Hirai 2.52 

4  Awate toko ya The barber shop     3.33
  Hakushu Kitahara/Kohsaku Yamada 
  (arr. Tomoko Iwakawa)  

5  Haru Spring   Shuntaro Tanikawa/Ikuma Dan 2.43 

 Kaze ni yosete utaeru haru no uta Four spring wind songs    8.22
6 I   Aoki fushido-wo ware kazaru (1.58)    
7   II   Kimiga tame oru ayanishiki (2.12)    
8 III   Hikari-ni furui, hi-ni maeru (2.18) 
9   IV   Tataeyo, shirabeyo, utaitsureyo (1.54)
    Rofu Miki/Kohsaku Yamada 

10  Chin chin chidori When little plovers sing at night    2.48
  Hakushu Kitahara/Hidemaro Konoe

11  Sakura yoko cho Cherry alley   Shuichi Katoh/Yoshinao Nakada  3.16
 

Hana wa saku  ‘Flowers will bloom’

Charlotte de Rothschild, soprano

City of London Sinfonia, 
Leaders Martin Burgess & Kathy Shave

conducted by Michael Collins
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A Japanese Journey     
                   

Songs by 19th and 20th century 
Japanese poets and composers 

sung in Japanese

“A Japanese Journey – Nihon no tabiji” 
reflects the fact that I have been 
touring Japan for the last twenty years. 
I have been lucky enough to glimpse 
the true culture and history of the land. 
These songs cover a wide range from 
a child’s simple wonder of a red 
dragonfly to the remembrance of a 
first love. As in the great Schubert 
songs, so these songs hide a depth of 
meaning.”                              

NI6190
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今日のクラリネット界をリードする演奏家のマイケル・コリンズは、彼の世代の音楽
家の中でも特に完璧なミュージシャンである。名高いソリストとしても活躍しつつ、
近年には指揮者としての名声もますます高まり、2010年にはシティ・オブ・ロンドン
・シンフォニアの首席指揮者に抜擢された。直近ではアデレード、タスマニア、そし
てメルボルン交響楽団、香港シンフォニエッタ、クオピオ交響楽団などと奏者として
共演しており、指揮者としてはスウェーデン室内管弦楽団やBBCスコティッシュ交響
楽団と共演している。

マイケル・コリンズはクラリネットのレパートリーを広めることに長年力を入れてき
た。多くの世界初演、国内初演の作品を発表してきており、ジョン・アダムズの「こ
ぶだらけのボタン(GnarlyvButtons)」、エリオット・カーターの「クラリネット協奏曲
」（この演奏でグラモフォン・アワードを受賞している）、ブレット・ディーンの「
アリエルの音楽(Ariel’svMusic)」、ハレ管弦楽団の委嘱作品であるマーク＝アンソニー
・タネジの「リフとリフレイン(RiffsvandvRefrains)」などが例に挙げられる。コリンズ
は定期的にボロディン弦楽四重奏団及びタカーチ弦楽四重
シュ、マルタ・アル
ス・フォークト、ジョシュア・ベル、スティーヴン・イッサーリスなどと共演してい
る。ロンドン・ウィンズという彼の管楽アンサンブルは2013年に25周年を迎えた。

これまでコリリアーノ、アダムズ、カーター、シュポア、コープランド、そしてもち
ろんモーツァルトのクラリネット協奏曲を録音している。最近のレコーディングには
BBC交響楽団とのイギリスのクラリネット協奏曲のCDや、ピアニスト、マイケル・マ
クヘイルとのブラームスとライネッケのクラリネットソナタのCDなどがある。彼の50
歳の誕生日には自らが指揮しクラリネットを演奏した、シティ・オブ・ロンドン・シ
ンフォニアとのウェーバーのクラリネット協奏曲をリリースした。マイケル・コリン
ズはシャンドスの専属レコーディングアーティストであり、また楽器はヤマハのみを
使用している。

奏団、シフ・アンドラー
ゲリッチ、スティーヴン・ハフ、ミハイル・プレトニョフ、ラー
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12 Hana wa saku Flowers will bloom   Shunji Iwai/Yoko Kanno  6.03
  
13  Natsu no omoide When summer comes    3.00
  Shohko Ema/Yoshinao Nakada

14  Karatachi no hana Quince flower    3.02
  Hakushu Kitahara/Kohsaku Yamada

15  Tampopo Dandelions   Tatsuji Miyoshi/Yoshinao Nakada 2.03

16  Jogashima no ame Rain in Jogashima    4.17
  Hakushu Kitahara/Kohsaku Yamada

17  Ta-anki po-onki Pond snail   Bochoh Yamamura/Yoshinao Nakada 2.07 

18  Akikaze yo My autumn wind   Sachie Horiuchi/Yoshinao Nakada 2.30

19  Karamatsu A deciduous pine   Akira Nogami/Hideo Kobayashi 5.30
    

    Playing time 60.00

Orchestrations by
David Matthews Tracks 2, 3, 5, 10, 11, 15, 17, 18

Yui Kakinuma Tracks 1, 6-9, 16    
Stuart Calvert Tracks 4, 12, 13, 14, 19 

Orchestrations © 2016 Charlotte de Rothschild 

Michael Collins records by permission of Chandos Records

This CD would not have been possible 
without the generous support of Teruko Iwanaga

Cover image : ‘A Shower of Cherry Blossoms’ (2007) by Tatsuya Ishiodori 
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My introduction to the delights of Japanese song happened during my first 
visit to Japan in 1991.  I learnt Karatachi no hana  (Quince flower) by Kohsaku Yamada 
as an encore piece, after I was invited to give a couple of small concerts in Kyushu and 
Tokyo.  The delighted reaction that I got from the audience, because I had gone to the 
trouble of learning one of their best-known songs in their language, was heart-warming.  
As such it led me to undertake further exploration of this repertoire, which comprises 
songs set in a Western-style manner using their most famous poems. This meant I 
discovered the joys of kakyoku – their version of art song and of dou-you – a kind of 
traditional song.  

Every child learns Aka tonbo (Red dragonfly) at nursery school: it is a national treasure 
and its meaning resonates in the very soul of the Japanese people.  This is equally true of 
the most modern song I have chosen to record, Hana wa saku (Flowers will bloom), 
which is the song of sorrow and hope that was written after the terrible earthquake and 
tsunami of March 2011. 
 

Although the majority of the population live in the city, they have a very special affection 
for nature, the countryside and the seasons and all the songs on this CD reflect that love 
and feeling.  For the Japanese, the poet is far more important than the composer, hence 
instead of putting the song title followed by the composer's name, as we do in the West, 
the poet’s name always comes first. I believe, however, that in the field of classical music, 
composers like Kohsaku Yamada, Yoshinao Nakata, Ikuma Dan and Kozaburo Hirai 
deserve far greater recognition.  

I know that the wonderful orchestration created for these songs, which were originally 
written with piano accompaniment, lifts them to a whole new level and as such, I hope 
that they will appeal to a much wider audience.
                                                                 Charlotte de Rothschild
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One of the leading exponents of the clarinet today, Michael Collins is 
one of the most complete musicians of his generation. With a continuing, distinguished 
career as a soloist, he has in recent years also become highly regarded as a conductor 
and in 2010 took the position of Principal Conductor of the City of London Sinfonia. His 
recent play-direct engagements included Adelaide, Tasmanian and Melbourne 
Symphony orchestras, the Hong Kong Sinfonietta, as well as Kuopio Symphony. As a 
conductor, he returned to the Swedish Chamber Orchestra, and also conducted the BBC 
Scottish Symphony Orchestra. 

Michael Collins has been committed to expanding the repertoire of the clarinet for many 
years. He has given world and local premières of works such as John Adams’ Gnarly 
Buttons, Elliott Carter’s Clarinet Concerto - for which he won a Gramophone award - 
Brett Dean’s Ariel’s Music and Turnage’s Riffs and Refrains, which was commissioned by 
the Hallé Orchestra. Collins performs regularly with the Borodin and Takács Quartets, 
András Schiff, Martha Argerich, Stephen Hough, Mikhail Pletnev, Lars Vogt, Joshua Bell 
and Steven Isserlis. His ensemble, London Winds, celebrated its twenty-fifth anniversary 
in 2013. 

He has recorded the concertos by Corigliano, Adams, Carter, as well as Spohr, Copland 
and of course Mozart. Recent recordings include a disc of British Clarinet Concertos with 
the BBC Symphony Orchestra, and a disc of Brahms and Reinicke Clarinet Sonatas with 
pianist Michael McHale. His 50th Birthday was celebrated with a release of Weber 
Concertos conducted and performed by himself with the City of London Sinfonia. 
Michael Collins records exclusively for Chandos. He plays exclusively on Yamaha 
clarinets. 



24

シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア(CLS)は驚きと、感動を与えるオーケストラ
である。老若男女、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に、人生を豊かにする音楽
を体験してもらい、エキサイティングで、友好的な未来を共に培って
ている。

CLSの演奏は一流の音楽家たちによるものだが、その素晴らしさは音楽だけにとどま
ることなく、観客を驚かせ、感動させる工夫を凝らしている。ダンスや映画、演劇、
ビジュアル・アート、スポークン・ワード、そして異なるジャンルの音楽とのコラボ
レーションを行うのだ。この取り組みはイースト・ロンドンのクラブから、セントラ
ル・ロンドンの伝統的なコンサート・ホール、そしてスピタフィールズ、チェルトナ
ム、ブライトン、BBCプロムなどのイギリス中のフェスティバルなど、ありとあらゆ
る会場で実施されている。

CLSは学校、病院、地域共同体などで音楽を作っていくことに特化したプログラムを
作った最初のオーケストラのうちの一つである。CLSのミート・ザ・ミュージック・
プログラムは、毎年170日間以上を、14000人以上の人々と共に過ごし音楽を作り上げ
ていっている。現在行っているプロジェクトとしては、医療現場での「音楽を使って
健康な体を(WellbeingvthroughvMusic)」というものがあり、CLSの質の高いコンサート
で演奏している音楽家たちが患者の側へ、時にはベッドサイドまで演奏のデリバリー
を提供。また、グレート・オーモンド・ストリート病院などロンドンの主要な大学病
院の小さな子供たちに向けた学期末プロジェクトも行っている。CLSの「音楽を通し
た成長(GrowthvthroughvMusic)」という教育プロジェクトでは、団員の音楽家たちが地
域的または経済的に隔絶されてしまっている地域の小さな子供たち（３歳から７歳）
に音楽に触れてもらおうと力を入れている。学校や音楽教育の拠点などと密接に働き
、子供たちの学問的、社会的成長過程において極めて重要な時に十分に音楽が供給さ
れていないという問題にも積極的に取り組んでいる。

CLSはイギリス国内及び海外において、同じ情熱を持った素晴らしいパートナーたち
とも共演している。国内においては、CLSは高い評価を得ているオペラ・ホーランド
・パークの専属オーケストラであり、セント・ポール・カテドラルとも親しい関係に
あり年間を通して様々な演奏をしているが、中でもクリスマスのイベントはとても定
評がある。2015年の5月にはメキシコ・ツアーを行い、2017年の3月には日本でのコン
サート・ツアーを予定。

45年間の歴史を持ち、そしてイギリスのトップの音楽家43名を抱えるオーケストラ。
更に心躍るようなこれからの歩みが楽しみである。

行きたいと考え
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Charlotte de Rothschild’s career has taken her all over the world. With her wide 
knowledge of the song repertoire, from different eras, countries and genres, she has 
created some wonderful themed programmes; the best known being Family Connections 
which traces the musical history of her forebears with music by, and anecdotes about, the 
composers who were friends, teachers or ancestors of the Rothschild family during the 
19th and 20th Centuries.  Recently, Charlotte presented this programme in Switzerland, 
Japan, Singapore, Taiwan and the U.K.

Other themes presented in major concert halls or Festivals include A Bouquet of Flower 
Songs (arranged by the season) with which Charlotte toured Japan and India in the Spring 
of 2012 and did again in Japan in July 2014 and A Magical Evening,  a collection of British 
songs released on the Nimbus label as Fairy Songs with harp accompaniment.  For Boston, 
Yale and London, Charlotte created a new programme to compliment the art exhibition 
Making History from the Royal Society of Antiquaries, including songs that reflect 
Antiquarian interest in England in the 18th, 19th and early 20th centuries.  During the 
same U.S. tour, she gave a recital at the National Gallery of Art in Washington in honour 
of the Joan Mirò exhibition.  Last year Charlotte presented another new recital in the U.S., 
based on the life of the stained glass artist John La Farge, accompanied by the pianist 
Adrian Farmer with whom she also toured Japan.  

As a Nimbus artist Charlotte’s CD releases include a double album called The Songs of 
Mathilde de Rothschild which showcase the beautiful French and German songs of her 
talented ancestor who was a pupil of Chopin and a well-published composer in the 19th 
century, two volumes of Schumann Lieder An Intimate Recital and First Green, a Fauré 
album Mirages and a collection of songs by British composer Roger Quilter.  Charlotte’s 
first disc of classical Japanese songs was called A Japanese Journey, since it was a journey 
of discovery, with her being one of the first foreigners to have recorded this music in the 
native tongue.  She has promoted the beauty of these songs all over the world and is 
thrilled to be presenting them in a totally new light together with the City of London 
Sinfonia and conductor Michael Collins on this recording. 

www.charlottederothschild.com
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花は咲く
 

シャーロット・ド・ロスチャイルド（ソプラノ）
マイケル・コリンズ（指揮）

シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア
コンサートマスター  マーティン・バージェス
コンサートミストレス   ケイシー・シェイブ

       
 作詞  作曲

1. 赤とんぼ 三木露風 山田耕筰  3.44

2.  霧と話した 鎌田忠良 中田喜直  4.11

3.  平城山 北見志保子 平井康三郎 2.52

4.  あわて床屋 北原白秋　 山田耕筰　 3.33

   (岩河智子編曲)

5.  はる  谷川俊太郎 團伊玖磨 2.43

 ~風に寄せてうたへる春のうた~

6. 青き臥床をわれ飾る 三木露風 山田耕筰  1.58

7. 君がため織る綾錦  三木露風 山田耕筰  2.12

8. 光にふるひ　日に舞へる 三木露風 山田耕筰 2.18

9. たたへよ、しらべよ、歌ひつれよ 三木露風 山田耕筰 1.54

10.  ちんちん千鳥 北原白秋 近衛秀麿  2.48

11.  さくら横ちょう 加藤周一 中田喜直 3.16
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City of London Sinfonia is the Orchestra that promises to surprise and move you. 
We involve people from all ages and backgrounds in life-enhancing music experiences to 
create an exciting and harmonious future together.

CLS performances represent outstanding musicianship, but also take the audiences on a 
journey which goes beyond the music to surprise and move: cross-arts collaborations 
with the world of dance, film, theatre, visual art, spoken word or a different music genre. 
This approach applies across the wide range of our performance venues from East London 
clubs to traditional Central London concert halls and at festivals across the UK including 
Spitalfields, Cheltenham, Brighton and BBC Proms.

CLS was one of the first orchestras to establish a programme dedicated to making music 
in schools, hospitals and communities. Our Meet the Music programme spends over 170 
days in the community every year making music with over 14,000 people. Current 
projects include Wellbeing through Music in healthcare settings, where the very same 
outstanding musicians who create our high quality concerts deliver performances, often 
at patients’ bedsides, and end of term projects for young children in major London 
teaching hospitals including Great Ormond Street. Our education projects, Growth 
through Music, see our musicians working with very young children (aged 3-7) in 
communities that are geographically or economically isolated. Working closely with 
schools and Music Education Hubs we address a significant gap in provision for children 
at a crucial time in their academic and social development.

We perform regularly with outstanding partners who share our passions both in the UK 
and internationally. At home we are Orchestra-in-Residence at the critically acclaimed 
Opera Holland Park, and count St Paul’s Cathedral as one of our close friends, with 
performances throughout the year including highly popular Christmas events. We toured 
Mexico in May 2015 and will make a concert tour to Japan in March 2017.

With a history stretching back 45 years, 43 of the UK’s most outstanding musicians as 
members of the Orchestra, we can look forward to an exciting and engaging future.

www.cityoflondonsinfonia.co.uk
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19. 落葉松
野上　彰：作詞／小林秀雄：作曲

落葉松の　秋の雨に　私の手が濡れる
落葉松の　夜の雨に　私の心が濡れる
落葉松の　夜の雨に　私の心が濡れる

落葉松の　陽のある雨に　私の思い出が濡れる
落葉松の　小鳥の雨に　私の乾いた目が濡れる
私の乾いた目が濡れる　目が濡れる

落葉松の　秋の雨に　私の手が濡れる
落葉松の　夜の雨に　私の心が濡れる

落葉松の　陽のある雨に　私の思い出が濡れる
落葉松の　小鳥の雨に　私の乾いた目が濡れる
私の乾いた目が濡れる　目が濡れる

落葉松の　秋の雨に　私の手が濡れる
落葉松の　夜の雨に　私の心が濡れる

Karamatsu
A deciduous pine

Under the pine trees my hands get 
wet with the autumn rain.  My 
memories well up in my heart and 
I cry for my lost love even though 
the sunlight breaks through the 
rain.

English summaries by 
Charlotte de Rothschild
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12.  花は咲く 岩井俊二 菅野よう子 6.03

13.  夏の思い出 江間章子 中田喜直 3.00

14.  からたちの花  北原白秋 山田耕筰 3.02

15.  たんぽぽ 三好達治 中田喜直 2.03

16. 城ヶ島の雨 　　 北原白秋 山田耕筰 4.17

17. たあんき　ぽーんき 山村暮鳥 中田喜直 2.07

18. 秋風よ 堀内幸枝 中田喜直 2.30

19. 落葉松 野上　彰　　 小林秀雄 5.30

 合計時間：60分

オーケストレーション：
デイビッド・マシューズ — トラック２,３,５,10,11,15,17,18

柿沼唯 — トラック 1, 6-9,16
スチュアート・カルヴァト — トラック 4, 12, 13, 14, 19

このCDは、岩永照子氏の寛大なご支援により制作可能となりました。

表 紙：「花 ふ ぶ き 」 2007　石 踊 達 哉
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私が日本の歌曲の素晴らしさと出会ったのは、1991年に初めて日本を訪問した時でし
た。九州と東京でいくつかの小さなコンサートを依頼された際、アンコール曲に山田
耕筰の「からたちの花」を選んだのです。よく知られた日本語の歌を私が学んだこと
を、観客の皆様が本当に喜んでくださったことに、とても心が温かくなりました。こ
のことがきっかけで、有名な日本の詩に西洋的な音楽が付けられた、日本歌曲のレパ
ートリーに取り組むことになりました。このようにして、私は「歌曲」―日本で芸術
的な歌とされているもの―と、童謡―伝統的な歌のようなもの―と出会ったのです。

幼稚園などで、日本の子どもたちは必ず「赤とんぼ」を習います。これは、日本の宝
であり、その詩は日本の人々の魂に語りかけるのです。今回レコーディングした中で
最も新しい曲が「花は咲く」ですが、この曲は2011年の恐ろしい地震と津波の後に悲
しみと希望の意味を込めて書かれた曲で、新しくとも、同じように日本の人々の心に
共鳴する曲です。

人口のほとんどが都会に住んでいる現在の日本ですが、日本の人々は皆、自然や田舎
、四季の移り変わりをとても大事にしています。このCDに録音した曲は全て、その愛
と感情を反映しています。日本の人々は、作曲者よりも作詞家が重要な意味を持って
いると考えることが多いようです。そのため、西洋で私たちがするように曲名の後に
作曲家の名前を表記するのではなく、作詞家がまず先に挙げられます。ただし、クラ
シック音楽というジャンルにおいては、山田耕筰、中田喜直、團伊玖磨、そして平井
康三郎などの作曲家はもっと評価されても良いのではと私は思っています。

歌とピアノ伴奏のために書かれたこれらの曲が、オーケストラ伴奏のための素晴らし
い編曲に生まれ変わったことによって、一層素晴らしさを増し、より多くの皆様に聴
いていただけることを心より願っております。

シャーロット・ド・ロスチャイルド

シャーロット・ド・ロスチャイルドは世界中を飛び回って歌ってきた。色々な時代、
国、ジャンルの歌曲に関する広い知識を持つ彼女は、テーマのある素晴らしいプログ
ラムを数多く組んできたが、その中でも良く知られているのが「一族の繋がり(Family
vConnections)」というプログラムである。このプログラムは、彼女の先祖であり、作
曲や音楽の才能に長けていた１９世紀と２０世紀のロスチャイルド家の人々、そして
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たあんき　ぽーんき　たんころりん
鴉はきいても知らぬ顔
はるのひながのたんぼなか

18. 秋風よ     
堀内幸枝：作詞／中田喜直：作曲

秋風よ
さび色の着物をきて
悲しい女のように
寄せてくるんじゃないの

おまえがくると
木の葉が急に色づく
まるでこの世のひみつが
かくされているように

秋風よおまえは
私の恋をどんな色に変えようというの
青い悲しみに
黄色い憂愁に
パラパラ落ちる木の葉のように

Akikaze yo
My autumn wind

Autumn wind!  Arriving like a sad woman 
wearing a rusty coloured kimono.  When 
you come, the leaves start to change their 
colour rapidly as if to hide the secrets of 
the world.  Autumn wind!  To which 
colour will you change my love?  Will it be 
to the pale blues of sorrow or the yellow 
colour of worry?  Just as you do to the 
falling leaves.
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16. 城ヶ島の雨 　　    
北原白秋：作詞／山田耕筰：作曲

雨はふるふる　城ケ島の磯に
利久鼠の　雨がふる

雨は真珠か　夜明けの霧か
それとも私の　忍び泣き

舟はゆくゆく　通り矢のはなを
濡れて帆あげた　ぬしの舟

ええ　舟は櫓でやる
櫓は唄でやる
唄は船頭さんの　心意気

雨はふるふる　日はうす曇る
舟はゆくゆく　帆がかすむ

17. たあんき　ぽーんき
山村慕鳥：作詞／中田喜直：作曲

たあんき　ぽーんき　たんころりん
たにしをつっつく鴉どん
はるのひながのたんぼなか

たあんき　ぽーんき　たんころりん
わぁれもひとも生きもんだ
あんまりひどくしなさんな

Jogashima no ame
Rain in Jogashima 

It is raining heavily on the shore of 
Jogashima.  The rain is a dull rat-grey colour.  
It seems to have the substance of a pearl or 
is like the evening mist.  Or maybe it is just 
my tears?  My lover’s  boat is off the point of 
Toriya, raising its dripping sail.  It is moved 
by oars and the rowing is the song and the 
song is the oarsman’s heart.  Still the rain 
comes, the day is a cloudy grey and the 
bobbing boat with its distant sails 
disappears into the mist.

Ta-anki po-onki
Pond snail

It is a fine spring day in the rice fields and a 
black crow is pecking at a black freshwater 
snail which it is rolling around like a ball.  
The snail says; “Please do not to be too 
cruel to me – I am a living creature like you!”  
But sadly the crow ignores its plea.
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その師匠、友人などが残した作品や逸話などを取り上げたもので、シャーロットはこ
のプログラムをスイス、日本、シンガポール、台湾、そしてイギリス上演してきた。

主要なコンサート・ホールやフェスティバルなどで取り上げられたその他のテーマと
しては、シャーロットが2012年の春に日本とインドで上演し、その後また2014年の７
月に日本で再上演した、季節によって編纂された「歌の花束(AvBouquetvofvFlowerv
Songs)」や、イギリスの歌曲を集めた「魔法のような夜（AvMagicalvEvening）」など
がある。後者はハープの伴奏によって歌われ、ニンバス・レーベルより、「妖精の歌
（FairyvSongs）」というタイトルでリリースされた。ボストン、イェール、そしてロ
ンドンでは、王室考古協会(ThevRoyalvSocietyvofvAntiquaries)の美術展、「歴史を作る
(MakingvHistory)」に合わせて演奏会を行い,18,19,20世紀のイギリスのアンティーク
の世界を表現するようなプログラムを組んだ。このアメリカツアーの際、シャーロッ
トはワシントンD.C.のナショナル・ギャラリー・オブ・アートで行われたジョアン・
ミロの美術展においてもリサイタルを行っている。昨年にもアメリカで、ステンドグ
ラス作家のジョン・ラファージの人生を描いたプログラムでリサイタルを行い、日本
ツアーでも一緒に演奏したピアニスト、エイドリアン・ファーマーが伴奏を務めた。

ニンバスの所属アーティストとしてシャーロットは数々のCDをリリースしている。 
「マティルド・ド・ロスチャイルドの歌(ThevSongsvofvMathildevdevRothschild)」という
ダブル・アルバムは、シャーロットの祖先で、ショパンの愛弟子であり、19世紀に多
くの素晴らしいフランス語やドイツ語の歌を出版したマティルドの作品集である。他
にも、シューマンの歌曲集「インティメートリサイタル(AnvIntimatevRecital)」と「フ
ァースト・グリーン(FirstvGreen)」、フォーレの歌曲集「ミラージュ(Mirages)」、そ
してロジャー・クイルター作曲の歌曲集もリリースしている。シャーロットが初めて
日本の歌曲を録音したCDは「日本の旅路(AvJapanesevJourney)」とタイトルが付けられ
ているが、これはシャーロットが、日本語の歌曲を録音した数少ない外国人歌手の一
人であったため、様々な新たな発見の旅であったことから名付けられた。彼女はこれ
らの美しいメロディを世界中で紹介してきており、今回このレコーディングにあたっ
てマイケル・コリンズの指揮するシティ・オブ・ロンドン・シンフォニアの演奏とと
もに新たな光を当てられることを大変嬉しく思っている。

www.charlottederothschild.com
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1.  赤とんぼ
三木露風：作詞／山田耕筰：作曲

夕やけ小やけの　赤とんぼ
負われて見たのは　いつの日か

山の畑の　桑の実を
小かごに摘んだは　まぼろしか

十五で姐やは　嫁にゆき
お里の便りも　たえはてた
夕やけ小やけの　赤とんぼ
とまっているよ　竿の先

2.  霧と話した
鎌田忠良：作詞／中田喜直：作曲 

わたしの頬は　ぬれやすい
わたしの頬が　さむいとき
あの日あなたが　かいたのは
なんの文字だか　しらないが
そこはいまでも　いたむまま

そこはいまでも　いたむまま
霧でぬれた　ちいさい頬
そこはすこし　つめたいが
ふたりはいつも　霧のなか
霧と一緒に　恋をした

霧と一緒に　恋をした
みえないあなたに　だかれてた
だけどそれらが　かわいたとき

Akatonbo 
Red dragonfly

In the autumn sunset there is a red 
dragonfly on top of a fence pole that brings 
back memories of my childhood:  I 
remember being carried on someone's 
back.  We were picking mulberries in the 
mountain fields and putting them in a small 
basket.  When was that?  The girl who 
carried me got married at the age of fifteen 
and I have had no news of her since then.  
I wonder what became of her?  

Kirito hanashita
Talking with the mist

My cheeks often get wet and cold.  
Whether with tears or with the mist, I do not 
know.  I remember that day when you 
wrote something on my cheek.  I couldn’t 
tell what the character/word/kanji was but 
it still hurts now, burning on my mind.  The 
mist embraces us and we are in love with it, 
we are always surrounded by its cold 
tentacles.  When it clears you are not there 
and I cry.

19

からたちのそばで泣いたよ
みんなみんなやさしかったよ

からたちの花が咲いたよ
白い白い花が咲いたよ

15.  たんぽぽ
三好達治：作詞／中田喜直：作曲

たんぽぽ　たんぽぽ
なが咲けば春の風ふき
青き霞は丘をこめ
小鳥らは木の間にうたふ

のどかなる　かかる佳き日の
路のべに咲ける
たんぽぽ　たんぽぽ

年ごとになれは咲けども
その春にわれはいくたび
あわれいまいくたびめぐりあふ
命なるらん　

たんぽぽの花　たんぽぽの花

Tampopo
Dandelions

Dandelions!  When you bloom the spring 
wind blows and a blue mist is spread on the 
hill.  Small birds sing among the trees.  It is 
a peaceful day, so calm and pleasant and 
along the road there are many dandelions 
which flower each year.  I wonder how 
many more times in my lifetime I shall be 
able to experience such a dandelion spring?
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水芭蕉の花が咲いている
夢見て咲いている水のほとり
しゃくなげ色に　たそがれる
はるかな尾瀬　とおい空

夏が来れば　思い出す
はるかな尾瀬　野の旅よ
花の中に　そよそよと
ゆれゆれる　浮き島よ

水芭蕉の花が匂っている
夢見て匂っている水のほとり
まなこつぶれば　なつかしい
はるかな尾瀬　とおい空

14. からたちの花     
北原白秋：作詞／山田耕筰：作曲

からたちの花が咲いたよ
白い白い花が咲いたよ

からたちのとげはいたいよ
靑い靑い針のとげだよ

からたちは畑の垣根よ
いつもいつもとほる道だよ

からたちも秋はみのるよ
まろいまろい金のたまだよ

cabbage is blooming beside the water and 
the dust is the colour of rhododendrons. I 
remember walking through the field among 
the flowers which are moving in a gentle 
wind.  The floating water weeds tremble in 
the breeze and you can smell the skunk 
cabbage.  When I close my eyes I dream of 
far-away Oze under a distant sky.

Karatachi no hana
Quince flower

The karatachi blossoms are out. White are 
the little flowers. The karatachi’s spikes are 
so painful. Blue are its needle-like thorns.  
This karatachi forms a hedge for the field. 
Always I take the road that passes. Come 
autumn, the karatachi bears fruit. Round 
are its golden globes of citrus. I wept by the 
karatachi. Everyone was so kind. The 
karatachi blossoms are out. White are the 
little flowers.
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あなたは　あなたなんかじゃない
わたしはやっぱり　泣きました

わたしの頬は　ぬれやすい
わたしの頬が　さむいとき
あの日あなたが　かいたのは
なんの文字だか　しらないが

そこはいまでも　いたむまま

3.　平城山      　　  
北見志保子：作詞／平井康三郎：作曲

人恋ふは悲しきものと
平城山に
もとほり来つつ
たえ難かりき

古へも夫に恋ひつつ
越へしとふ
平城山の路に
涙おとしぬ

Narayama
Nara mountain

Loving someone can be very painful. As we 
walk on the Narayama mountain our hearts 
are full of longing. In the old days there was 
another person who was also in love, 
walking here on the mountain-side, 
shedding the same tears as I do.
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4. あわて床屋    
北原白秋：作詞／山田耕筰：作曲
岩河智子：編曲

春は　早うから　川辺の葦に
カニが店出し　床屋でござる
チョッキン　チョッキン　チョッキンナ

小ガニぶつぶつ　石鹸（シャボン）をとかし
おやじ自慢で　はさみを鳴らす
チョッキン　チョッキン　チョッキンナ

そこへ　兎が　お客にござる
どうぞ急いで　髪刈っておくれ
チョッキン　チョッキン　チョッキンナ

兎ァ　気がせく　蟹ァ　あわてるし
早く早くと　客ァ　つめこむし
チョッキン　チョッキン　チョッキンナ

じゃまなお耳は　ぴょこぴょこするし
そこであわてて　チョンと切り落とす
チョッキン　チョッキン　チョッキンナ

兎ァ　おこるし　蟹ァ　恥ョ　かくし
しかた　なくなく　穴へと逃げる
しかた　なくなく　穴へと逃げる

Awate toko ya
The barber shop

In the early spring morning the king 
crab opens up his barbers shop on the 
shore.  The small crabs nearby make 
bubbles in the sand like shampoo and 
the big crab proudly waves around his 
cutting claw.  Ah, here comes the first 
customer of the day!  It is a rabbit who 
hops up and says “Will you please cut 
my hair.”  The rabbit is very nervous 
and jumpy since he is in a great hurry.  
The crab tries to be quick but he is still 
waving his claw around trying to 
attract other customers and what with 
the rabbit wiggling his ears around 
because of the great clacking of the 
claw about his head and what with the 
crab rushing too much, oops, off goes 
one of its ears!  The rabbit is most upset 
and the crab most apologetic – indeed 
the only thing the king crab can do is 
rush off into its burrow in shame!  
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今はただ　愛おしい
あの人を思い出す

誰かの想いが見える
誰かと結ばれてる
誰かの未来が見える
悲しみの向こう側に

花は　花は　花は咲く
いつか生まれる君に
花は　花は　花は咲く
私は何を残しただろう

花は　花は　花は咲く
いつか生まれる君に
花は　花は　花は咲く
私は何を残しただろう

花は　花は　花は咲く
いつか生まれる君に
花は　花は　花は咲く
いつか恋する君のために

13. 夏の思い出
江間章子：作詞／中田喜直：作曲

夏が来れば　思い出す
はるかな尾瀬　とおい空
霧の中に　浮かびくる
やさしい影　野の小路

Natsu no omoide
When summer comes

When summer comes I recall far-away Oze.  
In my distant thoughts, through a foggy mist 
there appears in the gentle shadows a 
narrow path in a field.  In my dream, skunk 
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春の宵　さくらが咲くと
花ばかり　さくら横ちょう

12.  花は咲く     
岩井俊二：作詞／菅野よう子：作曲

真っ白な雪道に　春風香る
私は懐かしい　あの街を思い出す

叶えたい夢もあった
変わりたい自分もいた
いまはただなつかしい
あの人を思い出す

誰かの歌が聞こえる
誰かを励ましてる
誰かの笑顔が見える
悲しみの向こう側に

花は　花は　花は咲く
いつか生まれる君に
花は　花は　花は咲く
私は何を残しただろう

夜空の向こうの　朝の気配に
私は懐かしい　あの日々を思い出す

傷ついて　傷つけて
報われず　泣いたりして

Hana wa saku
Flowers will bloom

Winter snows give way to Spring and I 
dream of that town where so many of my 
dear old friends have gone missing.  
Someone is singing and weeping and I 
remember their smiles.  Although my heart 
is heavy with sadness, when the dawn lights 
up the sky, I know our love will never fade 
but will grow stronger over the years.  There 
is hope in the future, even while there is 
sadness in the past.  But flowers will bloom 
again in memory for all those who died and 
the flowers will bloom again for all who are 
yet to be born.

This is the song of hope and remembrance 
that was written after the tragic earthquake 
and tsunami that struck the Tohoku area of 
Japan in March 2011.  The lyrics are a 
message from those who lost their lives to 
the people they left behind.
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5. はる 
谷川俊太郎：作詞／團伊玖磨：作曲

はなをこえて　
しろいくもが
くもをこえて　
ふかいそらが

はなをこえ　
くもをこえ　
そらをこえ　
わたしはいつまでも　のぼってゆける

はるのひととき　
はるのひととき
わたしはかみさまと　しずかなはなしをした

~風に寄せてうたへる春のうた~ 

6.  青き臥床をわれ飾る  
三木露風：作詞／山田耕筰：作曲 

青き臥床をわれ飾る
春の恋ぐさ種種の花をつくして
また君がため白地なす　祝ひの風の素絹もて
熱き日光を避けまつらむ

Haru
Spring

High above those flowers, snowy 
white clouds float past.  High 
above those clouds is the deep blue 
sky.  I fly over the flowers and 
higher still, up over the snowy 
white clouds, even higher into the 
deep blue sky.  I can climb up 
forever!  One lovely day in spring, 
I reached up and spoke softly to 
God.

I (Spring) shall decorate your blue 
bed with a lot of sweet, fragrant 
spring meadow flowers. I shall fan 
you with a delicate wind like a 
fine white silk so that you have no 
strong sunshine on your face.

Kaze ni yosete utaeru haru no uta 
Four spring wind songs 
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7． 君がため織る綾錦 
三木露風：作詞／山田耕筰：作曲 

君がため織る綾錦
春の被衣の恋ごろも
真昼となれば妙に投ぐ
あはれ床しき風のをさ

8.  光にふるひ　日に舞へる
三木露風：作詞／山田耕筰：作曲 

光りに震ひ　日に舞える
汝が吹く笛の　調べこそ　
調べこそ
恋するものの心にか
熱き涙と　あこがれと
風はさあらぬ　節まはし

9.  たたへよ、しらべよ、歌ひつれよ
三木露風：作詞／山田耕筰：作曲 

たたへよ、しらべよ、歌ひつれよ
春ぞ来ぬると風の群
たたへよ、しらべよ、歌ひつれよ
げににぎはえる恋幸を、
まことの幸を

I (Spring) shall weave a gorgeous garment 
for you, with gentle and pleasant spring 
winds. This will be like a Katsugi kimono 
woven beautifully in the light. It shall be a 
spring veil which softly hides our feelings 
of love. How elegant the spring wind shall 
be! [A Katsugi kimono makes the wearer 
invisible]

You (Spring Wind) shall dance in the 
sunlight. The tone of the flute you play 
touches the hearts of lovers and trembles in 
the light. Hot tears of longing burn secretly 
behind their eye-lids. But the wind carries 
the tune away unconcernedly.

Let us give praise, let us play music and 
sing! The winds tell us about the coming 
of Spring! Now is the time of real 
happiness and the fulfillment of our love.
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10. ちんちん千鳥
北原白秋：作詞／近衛秀麿：作曲

ちんちん千鳥の　啼く夜さは　啼く夜さは
硝子戸しめても　まだ寒い　まだ寒い

ちんちん千鳥の　啼く声は　啼く声は
燈を消しても　まだ消えぬ　まだ消えぬ

ちんちん千鳥は　親ないか
夜風に吹かれて　川の上　川の上

ちんちん千鳥よ　お寝らぬか
夜明けの明星が　早や白む　

11.  さくら横ちょう
加藤周一：作詞／中田喜直：作曲

春の宵　さくらが咲くと
花ばかり　さくら横ちょう
想い出す　恋の昨日
君はもう　こゝにゐないと
あゝ　いつも　花の女王
ほゝえんだ夢のふるさと

春の宵　さくらが咲くと
花ばかり　さくら横ちょう
会い見るの時はなかろう
「その後どう」「しばらくねえ」と
言ったってはじまらないと
心得て花でも見よう

Chin chin chidori
When little plovers sing at night

I can hear the plovers calling in the 
night and although the glass door is 
shut it still feels cold.  The voices of the 
plovers can be heard calling for their 
parents, even after I turn out the lights.  
The birds stay on the river, having been 
blown there by the evening wind.  
Why don't you sleep, little plovers?  
Venus, the morning star is already 
starting to disappear into the dawn.

Sakura yoko cho
Cherry alley

In a spring evening the cherry trees fill 
the cherry alley with their blooms. It 
makes me think of you and of the past.  
The flowers remind me of happier 
times in my home town.   Will there 
be a chance to see each other again - 
how are you doing?  I have not seen 
you for a long time.  It is no use asking 
these questions, keep that in your 
mind.  Let us praise these flowers with 
their bitter-sweet memories.
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Hana wa saku  ‘Flowers will bloom’

1  Akatonbo (Red dragonfly)  赤とんぼ Yamada   山田耕筰
2  Kirito hanashita (Talking with the mist) 霧と話した Nakada   中田喜直
3 Narayama (Nara mountain) 平城山 Hirai   平井康三郎
4  Awate toko ya (The barber shop) あわて床屋 Yamada   山田耕筰
5  Haru (Spring) はる  Dan   團伊玖磨
6-9 Kaze ni yosete utaeru haru no uta (Four spring wind songs)  Yamada   山田耕筰
 風に寄せてうたへる春のうた

10  Chin chin chidori (When little plovers sing at night) ちんちん千鳥 Konoe   近衛秀麿
11  Sakura yoko cho (Cherry alley) さくら横ちょう Nakada   中田喜直
12 Hana wa saku (Flowers will bloom) 花は咲く Kanno   菅野よう子
13  Natsu no omoide (When summer comes) 夏の思い出 Nakada   中田喜直
14  Karatachi no hana (Quince flower) からたちの花 Yamada   山田耕筰
15  Tampopo (Dandelions) たんぽぽ Nakada   中田喜直
16  Jogashima no ame (Rain in Jogashima) 城ヶ島の雨 　 Yamada   山田耕筰
17  Ta-anki po-onki (Pond snail) たあんき　ぽーんき Nakada   中田喜直
18  Akikaze yo (My autumn wind) 秋風よ Nakada   中田喜直
19  Karamatsu (A deciduous pine) 落葉松 Kobayashi   小林秀雄
   Playing time 60.00

Charlotte de Rothschild, soprano
シャーロット・ド・ロスチャイルド（ソプラノ）
City of London Sinfonia, conducted by Michael Collins

シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア
マイケル・コリンズ（指揮）


