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I never imagined, when I learnt my very first Japanese song Karatachi 
no hana -Quince Flower – by Yamada Kohsaku in 1991, that thirty 
years later I would be bringing out my fourth CD of these beautiful 
songs.  This is the third CD with piano accompaniment and like the 
other two, is a mixture of “kakyoku”, the Japanese equivalent of Lieder 
or Chanson, and of “douyou”, popular songs that are sung in schools 
and then throughout life.  It has truly been a wonderful journey of 
discovery and the songs on this CD show that the art of composition of 
these western-style songs continues on into the present day.    

Charlotte de Rothschild

私は１９９１年に初めて日本の歌「からたちの花」（山田耕筰作曲）を
習った時、30年後に美しい日本の歌の数々を収めた4枚目のCDを出す
とは想像もしませんでした。このCDはピアノの伴奏によるCDの三枚目
であり、他の二枚と同じく、ドイツのリーデルやフランスのシャンソン
に匹敵する日本の歌曲、そして学校やその後人々の生活を通して歌われ
る童謡が混ざったものです。これは私にとって真に美しい発見の旅でし
た。そしてこのCDはこれらの⻄洋風の作曲の美が現代の世の中にも引
き継がれていることを示しています。  

 シャーロット・ド・ロスチャイルド
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Also Available by Charlotte de Rothschild on Nimbus
www.wyastone.co.uk for full details
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Adrian Farmer
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Teiichi Okano   岡野貞一   (1878-1941)

Kosaku Yamada  山田耕筰  (1886-1965)

Shimpei Nakayama  中山晋平  (1887-1952)

Ryutaro Hirota  弘田龍太郎  (1892-1952)

Kazuo Yamada  山田一雄  (1912-1991)

Roh Ogura  小倉 朗  (1916-1990)

Yoshinao Nakada  中田喜直  (1923-2000)

Ikuma Dan  團伊玖磨  (1924-2001)

Toru Takemitsu  武満 徹  (1930-1996)

Sotaro Hiraoka  平岡荘太郎 (1943 - )

Man Arai  新井 満  (1946 - 2021)

Tomiko Funabashi  船橋登美子  (1971 -)

Composer Chronology                    

  作曲家年表

100 Years of Japanese Song

日本の歌百年
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1 Maple Trees [1.42]    Teiichi Okano / Tatsuyuki Takano
 紅葉（もみじ）           高野辰之；作詞、岡野貞一；作曲
2 Swallows [2.13]   Kosaku Yamada / Rofu Miki
 つばくらめ             三木露風；作詞、山田耕筰；作曲
3 Habu Harbour [3.24]  Shimpei Nakayama / Ujo Noguchi
 波浮の港              野口雨情；作詞、中山晋平；作曲
4 Rokkyu [2.43]    Kosaku Yamada / Hakushu Kitahara
 六騎                北原白秋：作詞、山田耕筰：作曲
5 Song of the Shojoji Temple’s “Tanuki” [2.44] Shimpei Nakayama / Ujo Noguchi
 しょうじょう寺のたぬきばやし    野口雨情：作詞、中山晋平：作曲
6 A Love Song about Sleet [4.19]    Kosaku Yamada / Atsuo Oki
 みぞれに寄する愛の歌        大木惇夫：作詞、山田耕筰：作曲
7 Night of the Clouded Moon [2.12]    Teiichi Okano / Tatsuyuki Takano
 おぼろ月夜             高野辰之：作曲、岡野貞一：作曲
8 By the Old Castle of Komoro [5.23]    Ryutaro Hirota / Toson Shimazaki
 小諸なる古城のほとり     島崎藤村；作詞、弘田龍太郎；作曲
9 Crab Tomalley [1.43]    Kosaku Yamada / Hakushu Kitahara
 蟹味噌（がねみそ）         北原白秋：作詞、山田耕筰；作曲

日本の歌百年〜日本の旅路 三
シャーロット・ド・ロスチャイルド（ソプラノ）  

エイドリアン・ファーマー（ピアノ）

100 Years of Japanese Song - Japanese Journey 3
Charlotte de Rothschild, soprano    

Adrian Farmer, piano
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リチャードソン、ジャン・ロジェ・デュカス、フランセ、サン・サーンス、レイナルド・
ハーン、ジャメイン・タイフェール、チャールス・コークリン、の曲を一台又は二台のピ
アノで弾くマーティン・ジョーンズ等であった。1980年代には、ラベルの“マ・メール・
ロワ”を伝説的に名高いピアニスト、ヴラド・ペルルミュテと共にレコーディングをした。
それは彼にとって、至福の思い出であると語っている。 

彼のキャリアの中で、一番⻑く続いている仕事上のパートナーは、シャーロット・ド・ロ
スチャイルドであり、2012年に、シャーロットの先祖のマチルダ・ド・ロスチャイルドが
作曲したフランスの歌や、ドイツのリーデルを世界で初めてレコーディングをしたことか
ら始まった。二人はその後、シューマン、フォーレ、ハーン、デュポン、そして英国人作
曲家シリル・スコットとノーマン・パーキンソン、そしてオーストラリア人ミリアム・ハ
イドのアルバムをレコーディングした。更に、2021年にテノール歌手ナタン・ヴェールと
共に、ロジャー・キルターの曲の三部作を完成させた。又、2022年には、同じく三人で、
作曲家アームストロング・ギブスの107曲をレコーディングし、発行した。 

シャーロットは、20世紀の日本人作曲家による曲を歌う事を得意としており、⻑年に渡り
、日本中で演奏活動を行っている。エイドリアンと共にこれまでに、これらの美しい曲を
収めた、CDを二枚発行し、引き続き日本でリサイタルを行うことを楽しんでいる。 

エイドリアンは、コントロールルームの中で、レコードプロデューサーとしての仕事を楽
しんでいた。この経歴を書くにあたって、43年間を振り返って、最高のアーティストと親
しく仕事が出来たことで、多くの報償と、尽きることのない勉学の好機と、常に感じる音
楽の新境地を得たと感じる。 
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花は咲く(Flowers will bloom)」をリリースした。そして２０１７年春にはシティー・オ
ブ・ロンドン・シンフォニアと共に日本ツアーを行った。 
２０１８年１月にはエイドリアン・ファーマーのピアノ演奏と共に３番目の日本歌曲集
「故郷」をリリースし、さらに一番最近には、「日本の歌百年―日本の旅路三」が 
今年中にリリースされる。 

エイドリアン・ファーマー 

エイドリアン・ファーマーは、バーミンガム大学で音楽の学位を取得した後、1977年より
、マンチェスターのロイヤルノーザン音楽大学で、伴奏者としての研修を受けた。 

1979年に初めてニンバスレコード社と出会う。その時は、ニンバス社のレコーディングの
為に招かれたが、すぐにレコーディング監督の役を得て、発起人の一員に加わることを 

決断した。1980年代半ば、会社がコンパクトディスクの生産で発展している中、音楽監督
になった。1990年代を通してニンバス社の業務の両面に渡って活躍した。一つは社の創造
性を維持する事、もう一つはニンバス社の”ニンバステクノロジー＆エンジニアリング”と
いう光ディスクの分野で営業活動を調整する事であり、特にこの役職は数多くの海外出張
を伴うものであった。 

エイドリアンは、他のアーティストと共に、いくつかのレコーディングをニンバス社の為
に行なった。ボーン・ウィリアムズ、バタワース、フォーレ、デュパルクの曲を歌ったニ
ンバス社発起人の一人、バスのシュラ・ゲールマン、リストの曲を歌うテノールのデニス
・オニール、そしてアーネスト・ハルフター、フランツ・ライゼンシュタイン、アラン・ 
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10 Hometown [2.19]   Roh Ogura / Saisei Murou
 ふるさと              室生犀星；作詞，小倉 朗；作曲
11 Lament [3.31]    Kosaku Yamada / Rofu Miki
 嘆き                三木露風：作詞、山田耕筰：作曲
12 Soon Spring will Come [2.23]   Kasei Yamada (aka Kazuo Yamada) / Samon Jo
 もうじき春になるだろう   城左門：作詞、山田一雄（夏精)；作曲
13 Found a Little Autumn [3.05]    Yoshinao Nakada / Hachiro Sato
 小さい秋みつけた       サトウハチロ一；作詞、中田喜直；作曲
14 Melody for Voice [2.41]    Ikuma Dan / Bin Ueda, after Gabriele D’Annunzio
 聲曲（もののね）          上田敏：訳詞、團伊玖磨：作曲
15 Goodnight! [2.27]   Yoshinao Nakada / Masako Nakai
 おやすみなさい           中井昌子；作詞、中田喜直：作曲
16 Wisteria [4.02]    Ikuma Dan / Minoru Oki
 藤の花               大木 実：作詞、團伊玖磨：作曲
17 The Unknown Door [2.09]    Yoshinao Nakada / Masakiyo Miyamoto
 未知の扉              宮本正清；作詞、中田喜直；作曲
18 Hydrangea [3.04]   Ikuma Dan / Toichiro Kitayama
 紫陽花             北山冬一郎：作詞、團伊玖磨：作曲
19 The Unseen Child [4.39]    Toru Takemitsu / Shuntaro Tanigawa
 見えないこども           谷川俊太郎：作詞、武満 徹；作曲
20 The Daffodil [2.38]    Yoshinao Nakada / Tatsuji Miyoshi
 すずしきうなじ           三好達治；作詞、中田喜直；作曲
21 Town of Flowers [2.58]    Ikuma Dan / Shoko Ema
 花の街               江間章子：作曲、團伊玖磨：作曲
22 Clouds [3.02]    Tomiko Funabashi / Yasuyuki Waki
 雲                               和気康之；作詞、船橋登美子：作曲
23 Now it’s spring! [3.39]    Sotaro Hiraoka / Eiko Kikuchi
 もう春ですね           菊地瑩子；作詞、平岡荘太郎：作曲
24 I am a Thousand Winds [4.07] Man Arai, after Mary Elizabeth Frye
 千の風になって       新井 満；訳詞、新井 満；作曲
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1. Maple Trees.   By Teiichi Okano, words by Tatsuyuki Takano
Mountain maples in autumn reflecting the evening sun.
Among the many shades, light and dark, the maples and the creepers, 
giving colour to the pines, make patterns at the foot of the mountains.

The maple leaves, which float in the valley stream, bobbing on the ripples, 
drawing together and moving apart, in every shade of reds and yellows, 
they weave a brocade on the surface of the water.

紅葉（もみじ）          高野辰之；作詞、岡野貞一；作曲
秋の夕日に照る山もみじ
濃いも薄いも数ある中に
松をいろどる楓（かえで）や蔦（つた）は
山のふもとの裾模樣（すそもよう）
溪（たに）の流に散り浮くもみじ
波にゆられて はなれて寄って
⾚や⻩⾊の⾊さまざまに
水の上にも織る錦（にしき）

2. Swallows.   By Kosaku Yamada, words by Rofu Miki
Crossing the waves of May,
Longing for the fields, come the swallows.

Longing for the fields, the swallows
Are returning to the old nests they ever yearn for.

Following the direction of the bell which tolls in the green hills,
They head for the verdant banks.

Returning to the old nests they ever yearn for,
Longing for the fields, come the swallows.
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ードアイランドで行われたもので、ステンドグラスアーティストのジョン・ラ・ファー
ジの作品を讃えた「ミラージュ;音楽を通してのジョン・ラ・ファージの光とその生涯」で
ある。 

シャーロットの2019年のコンサートは、モンテネグロ、タイ、ベトナム、香港、アメリ
カそして日本で行われた。 
 

またニンバスの所属アーティストとしてシャーロットは、ピアニストのエイドリアン・
ファーマーと共に、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(The Songs of Mathilde de Rothschild)」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(An Intimate Recital)」と「ファースト・グリーン(First Green)」、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二編リリース
している。さらに、リリタ・レーベルのもとに、いくつかのアルバムを出している。「ノ
ーマン・ピーターキンの歌」、「シリル・スコットの歌」、「ミリアム・ハイドの歌」、
そして２０２２年には、4枚セットのCD「アームストロング・ギブスの歌」をリリースし
ている。 

 
１０年に渡る日本での音楽活動の末、シャーロットは１９９９年に日本の歌曲のCD「日

本の旅路(A Japanese Journey)」を録音した。日本の歌曲を日本語で歌い、録音した初め
ての外国人であり、その歌の持つ美しさを、ピアノやハープの伴奏又はオーケストラをバ
ックに、世界中に紹介した。 

２０１６年にはマイケル・コリンズの指揮のもと、シティー・オブ・ロンドン・シンフォ
ニアというオーケストラの演奏をバックに、19曲の日本の作曲家による歌を収めたCD「
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Charlotte is a specialist in the songs of 20th Japanese composers and has toured in Japan over 
many years. Together she and Adrian have now made 2 albums of these beautiful songs, and 
continue to enjoy presenting them in recital throughout Japan.

Adrian has enjoyed his work as a record producer, on the control-room side of the microphone: 
at the time of writing this biography 43 years spent working intimately with the finest artists, 
and reflects that it has brought many rewards, the opportunity for continuous learning and 
constant musical refreshment.

バロネス・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い続けている。 
⾊々な時代、国、ジャンルの歌曲に関する幅広い知識を持っている為、これまでテーマ性
のあるプログラムを数多く組んできた。その中でも良く知られているのが「一族の繋がり
(Family Connections)」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⻑けていた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、そしてイギリスで上演してきた。 
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、季節ごとに編纂される「歌の花束(A Bouquet of Flower Songs)」や、ハープシコード
とピアノで伴奏される「旧約聖書の女性達」、ユーモアをこめて人生を歌った「女性の運
命」等がある。シャーロットは、ボストンのマクマラン美術館で行われた、英国王立好古
家協会主催の「歴史を作る」という展覧会の為にリサイタプログラムを作成した。それは
18世紀、19世紀、そして20世紀初頭の英国の好古家が好んだ曲が含まれており、このリサ
イタルはアメリカのエール、そしてロンドンでも再演された。さらにもう一つのプログラ
ムは、ピアニストのエイドリアン・ファーマーと共に、ボストン、ニューポート、ロ 
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つばくらめ            三木露風；作詞、山田耕筰；作曲
皐月の浪を超えわたり 
野をこそ慕え、つばくらめ。

野をこそ慕え、つばくらめ。
求（と）めあぐみたる古巣ゆゑ。

緑の岡の鐘樂（しやうがく）の 
ひびきの⽅（かた）に⻘岸に。

求めあぐみたる古巣ゆゑ
野をこそ慕え、つばくらめ。

3. Habu Harbour.   By Shimpei Nakayama, words by Ujo Noguchi
The sea cormorants return at dusk
To Habu harbour - colours of the sunset.
Tomorrow’s weather 
YAREHONNISA! will be calm.

The boats are busy, preparing to depart.
The women of the island remain, under the holy mountain.
What feelings 
YAREHONNISA! do they have?

Life on the island is very hard.
With Ito in Izu, news travels by post,
but with Shimoda 
YAREHONNISA! only on the wind.

The sea wind is a gale, blowing down from the mountain.
The women of the island, when the boats go out, 
Untie the mooring ropes 
YAREHONNISA! shedding tears.



                                                                                          8                                                                            NI6430

波浮の港             野口雨情；作詞、中山晋平；作曲
磯の鵜の鳥ゃ 日暮れにゃ帰る
波浮の港にゃ 夕焼け小焼け
明日の日和は 
ヤレホンニサ なぎるやら

船もせかれりゃ 出船の仕度
島の娘たちゃ 御神火（ごじんか）暮らし
なじょな心で 
ヤレホンニサ いるのやら

島で暮らすにゃ 乏しゅうてならぬ
伊豆の伊東とは 郵便だより
下田港とは 
ヤレホンニサ 風だより

風は潮風 御神火おろし
島の娘たちゃ 出船の時にゃ
船のとも綱 
ヤレホンニサ 泣いて解く

4. Rokkyu.   By Kosaku Yamada, words by Hakushu Kitahara
Let’s go to the Goshoki festival!
My beloved is waiting for me with her hair done up.

Let’s go to the Goshoki festival!
Along the narrow temple path at dawn.

The bell rings. The bell rings.
“Be happy to meet your beloved”, the bell rings.

六騎               北原白秋：作詞、山田耕筰：作曲
御正忌（ごしようき）參詣（めえ）らんかん、
情人（やね）が髪結うて待つとるばん。

御正忌參詣らんかん、
寺の夜(よ)あけの細道に。

鐘が鳴る、鐘が鳴る、
逢うて泣けとの鐘が鳴る。
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orchestral arrangements of 19 very beautiful Japanese songs by various composers with the City 
of London Sinfonia conducted by Michael Collins. This was released as “Hana Wa Saku – 
Flowers Will Bloom” and the Sinfonia, Michael and Charlotte toured Japan together in the 
Spring of 2017. Her third CD of Japanese art songs, “Furusato”, accompanied by Adrian, was 
released in January 2018 and this, their most recent CD “100 years of Japanese song in 2022.

Adrian Farmer
Adrian Farmer trained as an accompanist at the Royal Northern College of Music in Manchester 
from 1977, following a music degree at Birmingham University. He first encountered Nimbus 
Records in 1979, when he was invited to record for them, but

quickly made the decision to join the founders, taking up the role of record producer. In the 
mid-1980s, during the company’s expansion into Compact Disc production, he became 
Nimbus’s Music Director. Through the 1990s Adrian spanned both sides of Nimbus’s varied 
business interests; maintaining the creative focus for Nimbus Records, and coordinating the 
international marketing activity of the company’s optical disc technology division ‘Nimbus 
Technology & Engineering’, a position that involved a great deal of international travel.

Adrian has made several recordings for Nimbus with other artists: Nimbus’s founder the bass 
Shura Gehrman in Vaughan Williams, Butterworth, Fauré and Duparc, tenor Dennis O’Neill in 
songs by Liszt, pianists Nina Walker and Simon Callaghan in Schubert, and Martin Jones at one 
and two pianos in works by Ernesto Halffter, Franz Reizenstein, Alan Richardson, Jean Roger 
Ducasse, Françaix, Saint-Saëns, Reynaldo Hahn, Germaine Tailleferre, and Charles Koechlin. In 
the 1980s he recorded Ravel’s Ma mère l’oye with legendary pianist Vlado Perlemuter, which 
he describes as a treasured memory. 

It is with soprano Charlotte de Rothschild that he has found his most enduring partnership 
beginning in 2012 with the premiere recording of the French songs and German lieder of her 
ancestor, Mathilde de Rothschild. They have gone on to recorded albums of Schumann, Fauré, 
Hahn and Dupont, British composers Cyril Scott, and Norman Peterkin, and the Australian 
Miriam Hyde. They completed a three-album project of Roger Quilter’s songs together with 
tenor Nathan Vale in 2021, and in 2022 the three of them issued 107 songs of the composer 
Armstrong Gibbs. 
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Charlotte de Rothschild
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. Charlotte has 
presented this programme in the U.S.A., Europe, Japan, India, Singapore, Taiwan, Australia and 
the U.K. 

Other themes presented in major concert halls or Festivals include "A Bouquet of Flower Songs" 
(arranged by the season), "Women of the Old Testament" (with harpsichord and piano accom-
paniments), and "A Woman's Lot" (a humorous look at the passage of life). Charlotte put 
together a programme for the McMullen Museum of Art in Boston in conjunction with the art 
exhibition "Making History", from the Royal Society of Antiquaries, which included songs that 
reflect Antiquarian interest in England in the 18th, 19th and early 20th Centuries and she 
repeated this recital in Yale and in London. Another programme, which she performed with the 
pianist Adrian Farmer in Boston and then in Newport, Rhode Island, was a celebration of the 
work of the stained-glass artist John La Farge called “Mirages: The Light and Life of John La 
Farge through Music.” Her 2019 concert schedule included concerts in Montenegro, Thailand, 
Vietnam, Hong Kong, the U.S.A., China, and Japan.

Charlotte is a Nimbus recording artist and together with Adrian Farmer have released many 
CDs. These include “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 Schumann albums called “An Intimate Recital” 
and “The First Green”, a Fauré album “Mirages and La Chanson d’Eve” and two volumes of 

“The Songs of Roger Quilter”, plus various albums for the Lyrita label; “The Songs of Norman 
Peterkin”, “The Songs of Cyril Scott”, “The Songs of Miriam Hyde” and in 2022 they released 
a 4 CD set of “The Songs of C. Armstrong Gibbs”. 

In 1999, after performing in Japan for 10 years, Charlotte recorded a CD of classical Japanese 
songs "A Japanese Journey". She was the first foreigner to have recorded this music in the 
native tongue and she has promoted the beauty of these songs all over the world, accompanied 
by the harp, piano or orchestra.  In 2016 Charlotte made a whole CD of specially commissioned 
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5. Song of the Shojoji Temple’s “Tanuki” [Raccoon Dog]
By Shimpei Nakayama, words by Ujo Noguchi
Sho…sho…shojoji
Shojoji Temple’s garden.
The moo…moo…moon is out.
Come out, everyone, and come, come, come.
All my friends do
Ponpoko-pon no pon.

Don’t let him win, don’t let him win,
Don’t let the old monk win.
Come, come, come…come, come, come
Come out, everyone, and come, come, come.

Sho…sho…shojoji,
Shojoji Temple’s “hagi” clover.
Under the moo…moo…moon, the flowers bloom,
And I am happy too.
Ponpoko-pon no pon.

しょうじょう寺のたぬきばやし   野口雨情：作詞、中山晋平：作曲
しょ しょ しょうじょう寺
證城寺の庭は
ツ ツ 月夜だ
皆(みんな)出て 来い来い来い
己等(おいら)の友達ァ
ぽんぽこ ぽんの ぽん

負けるな 負けるな
和尚さんに 負けるな

来い来い来い
来い来い来い
皆出て 来い来い来い

しょ しょ しょうじょう寺
證城寺の萩は
ツ ツ 月夜に 花盛り
己等は浮かれて
ぽんぽこ ぽんの ぽん
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6. A Love Song about Sleet.   By Kosaku Yamada, words by Atsuo Oki
Sleet! Sleet, don’t cry.
In the sleet make a light.
Come close, my dear.
In the dark
We shall await the day when the rose blooms.

Sleet! Sleet, don’t cry
When the evening sky turns pale.
Come close, my dear.
Singing,
We shall summon the days of green.

Sleet! Sleet, don’t cry
Even when you suffer from cold and hunger.
Come close, my dear.
Dreaming
We shall aim for the days of honey. 

みぞれに寄する愛の歌       大木惇夫：作詞、山田耕筰：作曲
みぞれよ、みぞれ、泣くなかれ
みぞれの中に灯つけ
よりそえよ、きみ
暗ければ
わが待つは薔薇さく日なり

みぞれよ、みぞれ、泣くなかれ
蒼ざめ果てし 夕ぐれを
よりそえよ、きみ
歌ひつつ
わが呼ぶは緑の日なり

みぞれよ、みぞれ、泣くなかれ
寒さの、飢えの迫るとも
よりそえよ、きみ
夢見つつ
わが指すは蜜ある日なり
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Track 5, Second Piano Simon Callaghan
Tracks 5, 19 and 24 arranged by Stuart Calvert

Cover image: ‘Plums and Camellias’ (1991) by Tatsuya Ishiodori
Translations by Toyoko & Graham Fry

www.charlottederothschild.com   www.wyastone.co.uk
Recording Production, Engineering and Editing:  Simon Callaghan and Adrian Farmer
Recorded by Nimbus Records at Wyastone Leys, Monmouth, UK 7-9 February 2022

曲番5、第二ピアノ演奏者サイモン・キャラハン

曲番5、19、24は、スチュアート•カルバートによって編曲された。

表紙： “梅椿”（1991）石踊達哉

翻訳：フライ豊子＆グレアム・フライ

レコーディングプロダクション・技術・修正：

サイモン・キャラハン＆エイドリアン・ファーマー

録音：ニンバス・レコーズ、ワイヤストン・レイズ、モンマス、イギリスにて

２０２２年2月7−9日
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24. I am a Thousand Winds
By Man Arai, based on the poem attributed to Mary Elizabeth Frye
Do not stand at my grave and weep,
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circling flight.
I am the soft star-shine at night.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there; I did not die.

千の風になって          新井 満；訳詞、新井 満；作曲
私のお墓の前で 泣かないで下さい 
そこに私はいません 眠ってなんかいません 
千の風に 千の風になって
あの大きな空を 吹きわたっています

秋には光になって 畑にふりそそぐ
冬はダイヤのように きらめく雪になる
朝は鳥になって あなたを目覚めさせる
夜は星になって あなたを見守る

私のお墓の前で 泣かないで下さい
そこに私はいません 
死んでなんかいません 

千の風に 千の風になって 
あの大きな空を 吹きわたっています
千の風に 千の風になって 
あの大きな空を 吹きわたっています
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7. Night of the Clouded Moon.   By Teiichi Okano, words by Tatsuyuki Takano
Over the yellow rape field, the setting sun is pale.
The base of the distant mountains is veiled by deep mists.
If you look up to the sky in the gentle breeze of spring,
The evening moon is coming out, and a faint scent wafts over.

The flickering lights of the village, the colour of the woods,
The people who pass along the narrow path between the fields,
The croaking of the frogs, the tolling of the bell -
All seem hazy and faint on the night of the clouded moon.

おぼろ月夜            高野辰之：作曲、岡野貞一：作曲
菜の花畠に、入日薄れ、
見わたす山の端「は」、霞ふかし。
春風そよふく、空を見れば、
夕月かかりて、にほひ淡し。

里わの火影「ほかげ」も、森の⾊も、
田中の小路をたどる人も、
蛙「かわず」のなくねも、かねの音も、
さながら霞める 朧月夜

8. By the Old Castle of Komoro.   By Ryutaro Hirota, words by Toson Shimazaki
By the old castle of Komoro,
A traveller gazes at the white clouds and feels melancholy.
The chickweed is green but has no fresh shoots, and
The grass is not long enough to sit on.
On the mountain slopes the thin covering of white snow
Is melting in the sun and flowing away.

It is warm in the sunlight,
But the fields have no scent of spring.
There are only thin mists,
And the wheat is only slightly green.
A group of travellers
Hurries along the path between the fields.
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The sun has set, and Mount Asama can no longer be seen.
The reed-pipes of the Saku region sound sad.
I arrive at the inn near the bank of the River Chikuma 
With its floating waves,
I drink cloudy sake
And for a little while find solace in sleep.

小諸なる古城のほとり    島崎藤村；作詞、弘田龍太郎；作曲
小諸なる古城のほとり
雲白く遊子（いうし）悲しむ
緑なす蘩蔞（はこべ）は萌えず
若草も藉（し）くによしなし
しろがねの衾（ふすま）の岡辺（おかべ）
日に溶けて淡雪流る
 

あたゝかき光はあれど
野に満つる香（かをり）も知らず
浅くのみ春は霞みて
⻨の⾊わづかに⻘し
旅人の群はいくつか
畠中の道を急ぎぬ
 

暮行けば浅間も見えず
歌哀し佐久の草 笛歌哀し
千曲川いざよふ波の
岸近き宿にのぼりつ
濁(にご)り酒、濁れる飲みて
草枕しばし慰む
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23. Now it’s spring!   By Sotaro Hiraoka, words by Eiko Kikuchi
Ton-ton! Ton-ton! Ton-ton!
When I knocked, 
In answer came a sweet fragrance,
In answer came a sweet fragrance.
But when I opened the door,
Nobody, nobody was there.

A freesia on the window-sill
Was visited by
A gentle breeze, a gentle breeze.
It’s spring! It’s spring! Now it’s spring!

Ton-ton! Ton-ton! Ton-ton!
When I knocked,
I heard a sweet, cheerful, laughing voice,
A sweet, cheerful, laughing voice.
But when I went inside,
Nobody, nobody was there.

A white lace curtain
Fluttered in
A gentle breeze, a gentle breeze.
It’s spring! It’s spring! Now it’s spring!

もう春ですね          菊地瑩子；作詞、平岡荘太郎：作曲
とんとん とんとん とんとん
ノックしたら
甘い香りでお返事したよ
甘い香りでお返事したよ
ドアをあけたら
だれも だれも いない

窓辺にさしたフリージャに
そよ風が そよ風が
遊びに来ていたよ
春ですね 春ですね もう春ですね

とんとん とんとん とんとん
ノックしたら
明るいかわいい笑い声
明るいかわいい笑い声
なかに入ってみると
だれも だれも いない

白いレースのカーテンが
そよ風に そよ風に
揺れていたよ
春ですね 春ですね もう春ですね
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22. Clouds.   By Tomiko Funabashi, words by Yasuyuki Waki
The real job of clouds is not only to make it rain.
They show changing shapes 
So that people will look upwards to the sky.
Sometimes an elephant, sometimes a ship,
Sometimes a mother’s face,
They call out to the people who are looking down.

The real job of clouds is not only to cover the moon.
Even though they themselves become dirty and disliked 
They polish the mirror of the moon
To make it shine brighter
To cast more light upon the road below, and
They call out to the people who are looking down.

雲                              和気康之；作詞、船橋登美子：作曲
雲の本当の仕事は雨をふらせるだけではありません
人が空を見上げるように
形をかえて見せています
ゾウになったり船になったり
時には⺟のかおになり
うつむき歩く人に呼びかけているのです

雲の本当の仕事は月をかくまうだけではありません
もっと明るくかがやくように
月の鏡をみがいています
自分が汚れ嫌われようと
地上の道をてらすため
うつむき歩く人に呼びかけているのです
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9. Crab Tomalley.   By Kosaku Yamada, words by Hakushu Kitahara
If you’re going to make me cry anyway,
Do it sharply.
The sake’s local sake,
With crab tomalley.

Pound the crab in a mortar,
Add Cayenne pepper.
After all, crab tomalley
Is supposed to be spicy.

To go with the sake,
Give me crab tomalley.
If it doesn’t make me cry,
Then go away and die.

蟹味噌（がねみそ）        北原白秋：作詞、山田耕筰；作曲
どうせ、泣かすなら、
ピリリとござれ
酒は地の酒
蟹 (がね)の味噌
 

臼で蟹搗(がねつ)き
南蠻辛子

どうせ、蟹味噌
ぬしや辛い
 

酒の肴(さかな)に
蟹味噌噛ませ
泣えてくれんの、
死んでくれ。

10. Hometown.   By Roh Ogura, words by Saisei Murou
The town where I grew up, is a place
To think of when I am far away,
And sing sad songs about.
But even if
I became a ragged beggar in a distant land,
It is not the place to return to.
Alone in the evening in the city
I felt like crying when I thought of home,
But even having that emotion,
I must return to the distant city,
I must return to the distant city.
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ふるさと             室生犀星；作詞，小倉 朗；作曲
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食（かたい）となるとても
帰るところにあるまじや
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひ涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこに帰へらばや
遠きみやこに帰へらばや

11. Lament.   By Kosaku Yamada, words by Rofu Miki
I came after we parted,
Here onto the bank.

The white moon
Reflected in the water
Soaked in tears
A line of trees…

My journey.
Turning pale
My heart, suddenly, thought again today:

“How many people
Have I cried for like this?”
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21. Town of Flowers.   By Ikuma Dan, words by Shoko Ema
Flowing over a valley of rainbow colours, 
A ribbon of wind -
Round and round in circles it raced!
Singing
It raced!

I saw the beautiful sea!
A town overflowing with flowers!
Round and round in circles it danced!

“It’s spring! It’s spring!”
It danced!

By the violet-coloured window
I cried! On a street corner,
Round and round in circles,
In the twilight of spring
I cried, alone!

花の街              江間章子：作曲、團伊玖磨：作曲
七⾊の谷のを越えて 
流れてくる 風のリボン
輪になって 輪になって 
駆けていったよ
歌いながら 駆けていったよ

美しい海を見たよ 
溢れていた 花の街よ
輪になって 輪になって 
踊っていたよ
春よ春よと 踊っていたよ

すみれ⾊してた窓で 
泣いていたよ 街の角で
輪になって 輪になって 
春の夕暮れ
独り寂しく 泣いていたよ
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見えないこども          谷川俊太郎：作詞、武満 徹；作曲
まだ生まれないこども
誰かのこども
朝になると笑ってる
朝になると窓の外で
まだ実らない胡桃
緑の胡桃
夜になると揺れている
夜になると森のなかで
もう生まれないこども
わたしのこども
朝になると歌ってる
朝になると空を飛ぶ

20.  The Daffodil.   By Yoshinao Nakada, words by Tatsuji Miyoshi
Of its own accord, even on a day when it flowers
With its graceful neck bent over,
The daffodil wafts its scent around.

Like a precious person who is alone,
Without friends, and yet perhaps
May feel contented with this world?

すずしきうなじ          三好達治；作詞、中田喜直；作曲 
すずしきうなじうなだれて
さく日といへどおのずから
香はかおるなれ水仙花

とおとき人のひとりいて
友はなけれどひとの世に
やすんじたまうこころかな
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嘆き               三木露風：作詞、山田耕筰：作曲
別れ来し 
堤の上

白き月 
水にしたゝり 
泣きぬるゝ
並木のすがた・・・

わがあゆみ 
⻘ざめて 
心、ふと、今日も思ひぬ。
「幾人（いくたり）を 
 かくて泣きにし？」

12. Soon Spring will Come.   
By Kasei Yamada (also known as Kazuo Yamada), words by Samon Jo
Soon spring will come.
Warm is the water; green springs the grass; 
like smoke falls the rain, my darling. 
Soon spring will come.

Soon spring will come.
Horsetails and dandelions, and yellow rape flowers, 
And, yes, dancing butterflies, my darling. 
Soon spring will come.

Soon spring will come.
Your birthday is then, the twentieth of March. 
The peach trees will blossom, my darling. 
Aah! Soon spring will come.



                                                                                          16                                                                            NI6430

もうじき春になるだろう   城左門：作詞、山田一雄（夏精)；作曲
もう直き春になるだろう
水は温(ぬる)み 草は萌(も)えて
煙の様な雨が降り いとしいものよ
もう直き春になるだろう

もう直き春になるだろう
土筆(つくし)や蒲公英(たんぽぽ) さては菜の花
そうだ蝶々が舞って いとしいものよ
もう直き春になるだろう

もう直き春になるだろう
その三月廿日(さんがつはつか)はお前の誕生日
緋桃(ひもも)の花も咲くだろう いとしいものよ
ああ！ もう直き春になるだろう

13. Found a Little Autumn.   By Yoshinao Nakata, words by Hachiro Sato
Somebody, somebody, somebody found it…
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
Blind-folded for the game, 
Chase the sound of hands clapping. 
Straining ears faintly heard
The sound of a whistle calling -
and the voice of a shrike.
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
 
Somebody, somebody, somebody found it…
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
The room faces north,
The glass is frosted,
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18. Hydrangea.   By Ikuma Dan, words by Toichiro Kitayama
I did not even meet him.
I could not talk to him.
What sadness! What sadness! Today again.
But the flowers of the hydrangea are blooming,
In the dizzying heat of the July sun.
I did not even meet him,
But the flowers of the hydrangea are blooming

紫陽花            北山冬一郎：作詞、團伊玖磨：作曲
そのひとと めぐりも逢はず
そのひとと 語らふを得ず
あはれ あわれ けふも
紫陽花の花は咲くなり
七月の陽もくるめき
そのひとと めぐりも逢はず
紫陽花の花は咲くなり

19. The Unseen Child.   By Toru Takemitsu, words by Shuntaro Tanigawa
The child yet to be born,
Somebody’s child,
When morning comes it is laughing.
When morning comes, outside the window,
A still unripe walnut,
A green walnut,
When the night comes, is swaying,
When the night comes, in the woods.
The child will never be born,
My child.
When morning comes it is singing,
When morning comes it flies across the sky.
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花は風に吹かれ、花は陽に揺られ
咲いては散り
あれから幾年（いくとせ）かは経つていつた

17. The Unknown Door.   By Yoshinao Nakada, words by Masakiyo Miyamoto
Spring rain falls
On the houses in the street.

Quietly 
Someone came down from heaven

And tapped his fingers
On the door.

Feeling mournful,
Enveloped by

The scented smoke
Which swirls around,

I see the peaceful expression
On my sleeping mother’s face,
And think of the one we have lost.

未知の扉             宮本正清；作詞、田中喜直；作曲
ちまたに家並(いえ)に
春雨す

しずかに
誰か天降(お)りてきて 

扉に
指をふるるらし

心まずしく
さゆらげる

香のけむりの
まつわりや

⺟の寝顔のやすけさに
亡き人の名の
しのばるる        
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Vacant eyes
Are the colour of liquid milk.
Through a narrow crack the autumn wind blows in.
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
 
Somebody, somebody, somebody found it…
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
On the faded crest of an old, old weathercock,
A single sumac leaf,
A leaf as red as the setting sun.
Found a little autumn, little autumn, little autumn.

小さい秋みつけた      サトウハチロ一；作詞、中田喜直；作曲
誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
めかくし⻤さん 手のなる⽅へ 澄ましたお⽿に
かすかにしみた 呼んでる口笛 もずの声
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
 

誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
お部屋は北向き くもりのガラス うつろな目の⾊
とかしたミルク わずかなすきから 秋の風
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
 

誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
昔の昔の 風見の鳥の  ぼやけたとさかに
はぜの葉ひとつ はぜの葉あかくて 入日⾊
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
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14. Melody for Voice.   By Ikuma Dan, words by Bin Ueda, 
- based on a poem by Gabriele D’Annunzio
I hear, all through the night, 
When you are sleeping on my heart,
I hear, in the stillness of the night, 
A drop that falls, and falls again.
I hear it fall, now near, now far, never stopping,
All night long, when you are sleeping, when you are sleeping,
And I am alone.

聲曲（「訳詞」のね）         上田敏：訳詞、團伊玖磨：作曲
われはきく、よもすがら、
わが胸の上（うへ）に、君眠る時、
 吾は聽く、夜の靜寂（しづけき）に、
 滴（したゝり）の落つるを將（はた）、落つるを。
 常にかつ近み、かつ遠み、
 絶間（たえま）なく落つるをきく、
 夜もすがら、君眠る時、君眠る時、われひとりして。

15. Goodnight!   By Yoshinao Nakada, words by Masako Nakai
Goodnight!
Until the shadows of the trees
Tremble above the door,
Until the sparrows
Start up their conversation,
Until the mountains are bathed in the morning sun,
Good night!
See you tomorrow!
Until the night goes back to being far away.
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おやすみなさい          中井昌子；作詞、中田喜直：作曲
おやすみなさい
木の影が
とびらの上にゆれるまで
すずめがおしゃべり
し出すまで
山が朝日を浴びるまで
おやすみなさい
またあした
夜が遠くへかえるまで

16. Wisteria.   By Ikuma Dan, words by Minoru Oki
The wisteria is flowering.
Distant memories,
Returning like flickering, evening lights,
Moisten my heart.
I ought to have given it up.
Afterwards I wanted just to forget.
The flowers are blown by the wind, they tremble in the sun.
They blossom and fall.
So many years have passed since then.

藤の花              大木 実：作詞、團伊玖磨：作曲
藤の花が咲いてゐる
とほいおもひでが
ゆふぐれどきの燈火（あかり）のやうにかへつてきて
こころを濡らすのである
あきらめたはず
あとはそのまま忘れてしまひたい
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14. Melody for Voice.   By Ikuma Dan, words by Bin Ueda, 
- based on a poem by Gabriele D’Annunzio
I hear, all through the night, 
When you are sleeping on my heart,
I hear, in the stillness of the night, 
A drop that falls, and falls again.
I hear it fall, now near, now far, never stopping,
All night long, when you are sleeping, when you are sleeping,
And I am alone.

聲曲（「訳詞」のね）         上田敏：訳詞、團伊玖磨：作曲
われはきく、よもすがら、
わが胸の上（うへ）に、君眠る時、
 吾は聽く、夜の靜寂（しづけき）に、
 滴（したゝり）の落つるを將（はた）、落つるを。
 常にかつ近み、かつ遠み、
 絶間（たえま）なく落つるをきく、
 夜もすがら、君眠る時、君眠る時、われひとりして。

15. Goodnight!   By Yoshinao Nakada, words by Masako Nakai
Goodnight!
Until the shadows of the trees
Tremble above the door,
Until the sparrows
Start up their conversation,
Until the mountains are bathed in the morning sun,
Good night!
See you tomorrow!
Until the night goes back to being far away.
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おやすみなさい          中井昌子；作詞、中田喜直：作曲
おやすみなさい
木の影が
とびらの上にゆれるまで
すずめがおしゃべり
し出すまで
山が朝日を浴びるまで
おやすみなさい
またあした
夜が遠くへかえるまで

16. Wisteria.   By Ikuma Dan, words by Minoru Oki
The wisteria is flowering.
Distant memories,
Returning like flickering, evening lights,
Moisten my heart.
I ought to have given it up.
Afterwards I wanted just to forget.
The flowers are blown by the wind, they tremble in the sun.
They blossom and fall.
So many years have passed since then.

藤の花              大木 実：作詞、團伊玖磨：作曲
藤の花が咲いてゐる
とほいおもひでが
ゆふぐれどきの燈火（あかり）のやうにかへつてきて
こころを濡らすのである
あきらめたはず
あとはそのまま忘れてしまひたい
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花は風に吹かれ、花は陽に揺られ
咲いては散り
あれから幾年（いくとせ）かは経つていつた

17. The Unknown Door.   By Yoshinao Nakada, words by Masakiyo Miyamoto
Spring rain falls
On the houses in the street.

Quietly 
Someone came down from heaven

And tapped his fingers
On the door.

Feeling mournful,
Enveloped by

The scented smoke
Which swirls around,

I see the peaceful expression
On my sleeping mother’s face,
And think of the one we have lost.

未知の扉             宮本正清；作詞、田中喜直；作曲
ちまたに家並(いえ)に
春雨す

しずかに
誰か天降(お)りてきて 

扉に
指をふるるらし

心まずしく
さゆらげる

香のけむりの
まつわりや

⺟の寝顔のやすけさに
亡き人の名の
しのばるる        
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Vacant eyes
Are the colour of liquid milk.
Through a narrow crack the autumn wind blows in.
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
 
Somebody, somebody, somebody found it…
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
On the faded crest of an old, old weathercock,
A single sumac leaf,
A leaf as red as the setting sun.
Found a little autumn, little autumn, little autumn.

小さい秋みつけた      サトウハチロ一；作詞、中田喜直；作曲
誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
めかくし⻤さん 手のなる⽅へ 澄ましたお⽿に
かすかにしみた 呼んでる口笛 もずの声
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
 

誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
お部屋は北向き くもりのガラス うつろな目の⾊
とかしたミルク わずかなすきから 秋の風
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
 

誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
昔の昔の 風見の鳥の  ぼやけたとさかに
はぜの葉ひとつ はぜの葉あかくて 入日⾊
ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた
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もうじき春になるだろう   城左門：作詞、山田一雄（夏精)；作曲
もう直き春になるだろう
水は温(ぬる)み 草は萌(も)えて
煙の様な雨が降り いとしいものよ
もう直き春になるだろう

もう直き春になるだろう
土筆(つくし)や蒲公英(たんぽぽ) さては菜の花
そうだ蝶々が舞って いとしいものよ
もう直き春になるだろう

もう直き春になるだろう
その三月廿日(さんがつはつか)はお前の誕生日
緋桃(ひもも)の花も咲くだろう いとしいものよ
ああ！ もう直き春になるだろう

13. Found a Little Autumn.   By Yoshinao Nakata, words by Hachiro Sato
Somebody, somebody, somebody found it…
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
Blind-folded for the game, 
Chase the sound of hands clapping. 
Straining ears faintly heard
The sound of a whistle calling -
and the voice of a shrike.
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
 
Somebody, somebody, somebody found it…
Found a little autumn, little autumn, little autumn.
The room faces north,
The glass is frosted,
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18. Hydrangea.   By Ikuma Dan, words by Toichiro Kitayama
I did not even meet him.
I could not talk to him.
What sadness! What sadness! Today again.
But the flowers of the hydrangea are blooming,
In the dizzying heat of the July sun.
I did not even meet him,
But the flowers of the hydrangea are blooming

紫陽花            北山冬一郎：作詞、團伊玖磨：作曲
そのひとと めぐりも逢はず
そのひとと 語らふを得ず
あはれ あわれ けふも
紫陽花の花は咲くなり
七月の陽もくるめき
そのひとと めぐりも逢はず
紫陽花の花は咲くなり

19. The Unseen Child.   By Toru Takemitsu, words by Shuntaro Tanigawa
The child yet to be born,
Somebody’s child,
When morning comes it is laughing.
When morning comes, outside the window,
A still unripe walnut,
A green walnut,
When the night comes, is swaying,
When the night comes, in the woods.
The child will never be born,
My child.
When morning comes it is singing,
When morning comes it flies across the sky.
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見えないこども          谷川俊太郎：作詞、武満 徹；作曲
まだ生まれないこども
誰かのこども
朝になると笑ってる
朝になると窓の外で
まだ実らない胡桃
緑の胡桃
夜になると揺れている
夜になると森のなかで
もう生まれないこども
わたしのこども
朝になると歌ってる
朝になると空を飛ぶ

20.  The Daffodil.   By Yoshinao Nakada, words by Tatsuji Miyoshi
Of its own accord, even on a day when it flowers
With its graceful neck bent over,
The daffodil wafts its scent around.

Like a precious person who is alone,
Without friends, and yet perhaps
May feel contented with this world?

すずしきうなじ          三好達治；作詞、中田喜直；作曲 
すずしきうなじうなだれて
さく日といへどおのずから
香はかおるなれ水仙花

とおとき人のひとりいて
友はなけれどひとの世に
やすんじたまうこころかな
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嘆き               三木露風：作詞、山田耕筰：作曲
別れ来し 
堤の上

白き月 
水にしたゝり 
泣きぬるゝ
並木のすがた・・・

わがあゆみ 
⻘ざめて 
心、ふと、今日も思ひぬ。
「幾人（いくたり）を 
 かくて泣きにし？」

12. Soon Spring will Come.   
By Kasei Yamada (also known as Kazuo Yamada), words by Samon Jo
Soon spring will come.
Warm is the water; green springs the grass; 
like smoke falls the rain, my darling. 
Soon spring will come.

Soon spring will come.
Horsetails and dandelions, and yellow rape flowers, 
And, yes, dancing butterflies, my darling. 
Soon spring will come.

Soon spring will come.
Your birthday is then, the twentieth of March. 
The peach trees will blossom, my darling. 
Aah! Soon spring will come.
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ふるさと             室生犀星；作詞，小倉 朗；作曲
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食（かたい）となるとても
帰るところにあるまじや
ひとり都のゆふぐれに
ふるさとおもひ涙ぐむ
そのこころもて
遠きみやこに帰へらばや
遠きみやこに帰へらばや

11. Lament.   By Kosaku Yamada, words by Rofu Miki
I came after we parted,
Here onto the bank.

The white moon
Reflected in the water
Soaked in tears
A line of trees…

My journey.
Turning pale
My heart, suddenly, thought again today:

“How many people
Have I cried for like this?”
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21. Town of Flowers.   By Ikuma Dan, words by Shoko Ema
Flowing over a valley of rainbow colours, 
A ribbon of wind -
Round and round in circles it raced!
Singing
It raced!

I saw the beautiful sea!
A town overflowing with flowers!
Round and round in circles it danced!

“It’s spring! It’s spring!”
It danced!

By the violet-coloured window
I cried! On a street corner,
Round and round in circles,
In the twilight of spring
I cried, alone!

花の街              江間章子：作曲、團伊玖磨：作曲
七⾊の谷のを越えて 
流れてくる 風のリボン
輪になって 輪になって 
駆けていったよ
歌いながら 駆けていったよ

美しい海を見たよ 
溢れていた 花の街よ
輪になって 輪になって 
踊っていたよ
春よ春よと 踊っていたよ

すみれ⾊してた窓で 
泣いていたよ 街の角で
輪になって 輪になって 
春の夕暮れ
独り寂しく 泣いていたよ
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22. Clouds.   By Tomiko Funabashi, words by Yasuyuki Waki
The real job of clouds is not only to make it rain.
They show changing shapes 
So that people will look upwards to the sky.
Sometimes an elephant, sometimes a ship,
Sometimes a mother’s face,
They call out to the people who are looking down.

The real job of clouds is not only to cover the moon.
Even though they themselves become dirty and disliked 
They polish the mirror of the moon
To make it shine brighter
To cast more light upon the road below, and
They call out to the people who are looking down.

雲                              和気康之；作詞、船橋登美子：作曲
雲の本当の仕事は雨をふらせるだけではありません
人が空を見上げるように
形をかえて見せています
ゾウになったり船になったり
時には⺟のかおになり
うつむき歩く人に呼びかけているのです

雲の本当の仕事は月をかくまうだけではありません
もっと明るくかがやくように
月の鏡をみがいています
自分が汚れ嫌われようと
地上の道をてらすため
うつむき歩く人に呼びかけているのです

                                                                                         13

9. Crab Tomalley.   By Kosaku Yamada, words by Hakushu Kitahara
If you’re going to make me cry anyway,
Do it sharply.
The sake’s local sake,
With crab tomalley.

Pound the crab in a mortar,
Add Cayenne pepper.
After all, crab tomalley
Is supposed to be spicy.

To go with the sake,
Give me crab tomalley.
If it doesn’t make me cry,
Then go away and die.

蟹味噌（がねみそ）        北原白秋：作詞、山田耕筰；作曲
どうせ、泣かすなら、
ピリリとござれ
酒は地の酒
蟹 (がね)の味噌
 

臼で蟹搗(がねつ)き
南蠻辛子

どうせ、蟹味噌
ぬしや辛い
 

酒の肴(さかな)に
蟹味噌噛ませ
泣えてくれんの、
死んでくれ。

10. Hometown.   By Roh Ogura, words by Saisei Murou
The town where I grew up, is a place
To think of when I am far away,
And sing sad songs about.
But even if
I became a ragged beggar in a distant land,
It is not the place to return to.
Alone in the evening in the city
I felt like crying when I thought of home,
But even having that emotion,
I must return to the distant city,
I must return to the distant city.
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The sun has set, and Mount Asama can no longer be seen.
The reed-pipes of the Saku region sound sad.
I arrive at the inn near the bank of the River Chikuma 
With its floating waves,
I drink cloudy sake
And for a little while find solace in sleep.

小諸なる古城のほとり    島崎藤村；作詞、弘田龍太郎；作曲
小諸なる古城のほとり
雲白く遊子（いうし）悲しむ
緑なす蘩蔞（はこべ）は萌えず
若草も藉（し）くによしなし
しろがねの衾（ふすま）の岡辺（おかべ）
日に溶けて淡雪流る
 

あたゝかき光はあれど
野に満つる香（かをり）も知らず
浅くのみ春は霞みて
⻨の⾊わづかに⻘し
旅人の群はいくつか
畠中の道を急ぎぬ
 

暮行けば浅間も見えず
歌哀し佐久の草 笛歌哀し
千曲川いざよふ波の
岸近き宿にのぼりつ
濁(にご)り酒、濁れる飲みて
草枕しばし慰む
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23. Now it’s spring!   By Sotaro Hiraoka, words by Eiko Kikuchi
Ton-ton! Ton-ton! Ton-ton!
When I knocked, 
In answer came a sweet fragrance,
In answer came a sweet fragrance.
But when I opened the door,
Nobody, nobody was there.

A freesia on the window-sill
Was visited by
A gentle breeze, a gentle breeze.
It’s spring! It’s spring! Now it’s spring!

Ton-ton! Ton-ton! Ton-ton!
When I knocked,
I heard a sweet, cheerful, laughing voice,
A sweet, cheerful, laughing voice.
But when I went inside,
Nobody, nobody was there.

A white lace curtain
Fluttered in
A gentle breeze, a gentle breeze.
It’s spring! It’s spring! Now it’s spring!

もう春ですね          菊地瑩子；作詞、平岡荘太郎：作曲
とんとん とんとん とんとん
ノックしたら
甘い香りでお返事したよ
甘い香りでお返事したよ
ドアをあけたら
だれも だれも いない

窓辺にさしたフリージャに
そよ風が そよ風が
遊びに来ていたよ
春ですね 春ですね もう春ですね

とんとん とんとん とんとん
ノックしたら
明るいかわいい笑い声
明るいかわいい笑い声
なかに入ってみると
だれも だれも いない

白いレースのカーテンが
そよ風に そよ風に
揺れていたよ
春ですね 春ですね もう春ですね
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24. I am a Thousand Winds
By Man Arai, based on the poem attributed to Mary Elizabeth Frye
Do not stand at my grave and weep,
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circling flight.
I am the soft star-shine at night.
Do not stand at my grave and cry,
I am not there; I did not die.

千の風になって          新井 満；訳詞、新井 満；作曲
私のお墓の前で 泣かないで下さい 
そこに私はいません 眠ってなんかいません 
千の風に 千の風になって
あの大きな空を 吹きわたっています

秋には光になって 畑にふりそそぐ
冬はダイヤのように きらめく雪になる
朝は鳥になって あなたを目覚めさせる
夜は星になって あなたを見守る

私のお墓の前で 泣かないで下さい
そこに私はいません 
死んでなんかいません 

千の風に 千の風になって 
あの大きな空を 吹きわたっています
千の風に 千の風になって 
あの大きな空を 吹きわたっています

                                                                                         11

7. Night of the Clouded Moon.   By Teiichi Okano, words by Tatsuyuki Takano
Over the yellow rape field, the setting sun is pale.
The base of the distant mountains is veiled by deep mists.
If you look up to the sky in the gentle breeze of spring,
The evening moon is coming out, and a faint scent wafts over.

The flickering lights of the village, the colour of the woods,
The people who pass along the narrow path between the fields,
The croaking of the frogs, the tolling of the bell -
All seem hazy and faint on the night of the clouded moon.

おぼろ月夜            高野辰之：作曲、岡野貞一：作曲
菜の花畠に、入日薄れ、
見わたす山の端「は」、霞ふかし。
春風そよふく、空を見れば、
夕月かかりて、にほひ淡し。

里わの火影「ほかげ」も、森の⾊も、
田中の小路をたどる人も、
蛙「かわず」のなくねも、かねの音も、
さながら霞める 朧月夜

8. By the Old Castle of Komoro.   By Ryutaro Hirota, words by Toson Shimazaki
By the old castle of Komoro,
A traveller gazes at the white clouds and feels melancholy.
The chickweed is green but has no fresh shoots, and
The grass is not long enough to sit on.
On the mountain slopes the thin covering of white snow
Is melting in the sun and flowing away.

It is warm in the sunlight,
But the fields have no scent of spring.
There are only thin mists,
And the wheat is only slightly green.
A group of travellers
Hurries along the path between the fields.
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6. A Love Song about Sleet.   By Kosaku Yamada, words by Atsuo Oki
Sleet! Sleet, don’t cry.
In the sleet make a light.
Come close, my dear.
In the dark
We shall await the day when the rose blooms.

Sleet! Sleet, don’t cry
When the evening sky turns pale.
Come close, my dear.
Singing,
We shall summon the days of green.

Sleet! Sleet, don’t cry
Even when you suffer from cold and hunger.
Come close, my dear.
Dreaming
We shall aim for the days of honey. 

みぞれに寄する愛の歌       大木惇夫：作詞、山田耕筰：作曲
みぞれよ、みぞれ、泣くなかれ
みぞれの中に灯つけ
よりそえよ、きみ
暗ければ
わが待つは薔薇さく日なり

みぞれよ、みぞれ、泣くなかれ
蒼ざめ果てし 夕ぐれを
よりそえよ、きみ
歌ひつつ
わが呼ぶは緑の日なり

みぞれよ、みぞれ、泣くなかれ
寒さの、飢えの迫るとも
よりそえよ、きみ
夢見つつ
わが指すは蜜ある日なり
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Charlotte de Rothschild
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. Charlotte has 
presented this programme in the U.S.A., Europe, Japan, India, Singapore, Taiwan, Australia and 
the U.K. 

Other themes presented in major concert halls or Festivals include "A Bouquet of Flower Songs" 
(arranged by the season), "Women of the Old Testament" (with harpsichord and piano accom-
paniments), and "A Woman's Lot" (a humorous look at the passage of life). Charlotte put 
together a programme for the McMullen Museum of Art in Boston in conjunction with the art 
exhibition "Making History", from the Royal Society of Antiquaries, which included songs that 
reflect Antiquarian interest in England in the 18th, 19th and early 20th Centuries and she 
repeated this recital in Yale and in London. Another programme, which she performed with the 
pianist Adrian Farmer in Boston and then in Newport, Rhode Island, was a celebration of the 
work of the stained-glass artist John La Farge called “Mirages: The Light and Life of John La 
Farge through Music.” Her 2019 concert schedule included concerts in Montenegro, Thailand, 
Vietnam, Hong Kong, the U.S.A., China, and Japan.

Charlotte is a Nimbus recording artist and together with Adrian Farmer have released many 
CDs. These include “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 Schumann albums called “An Intimate Recital” 
and “The First Green”, a Fauré album “Mirages and La Chanson d’Eve” and two volumes of 

“The Songs of Roger Quilter”, plus various albums for the Lyrita label; “The Songs of Norman 
Peterkin”, “The Songs of Cyril Scott”, “The Songs of Miriam Hyde” and in 2022 they released 
a 4 CD set of “The Songs of C. Armstrong Gibbs”. 

In 1999, after performing in Japan for 10 years, Charlotte recorded a CD of classical Japanese 
songs "A Japanese Journey". She was the first foreigner to have recorded this music in the 
native tongue and she has promoted the beauty of these songs all over the world, accompanied 
by the harp, piano or orchestra.  In 2016 Charlotte made a whole CD of specially commissioned 
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5. Song of the Shojoji Temple’s “Tanuki” [Raccoon Dog]
By Shimpei Nakayama, words by Ujo Noguchi
Sho…sho…shojoji
Shojoji Temple’s garden.
The moo…moo…moon is out.
Come out, everyone, and come, come, come.
All my friends do
Ponpoko-pon no pon.

Don’t let him win, don’t let him win,
Don’t let the old monk win.
Come, come, come…come, come, come
Come out, everyone, and come, come, come.

Sho…sho…shojoji,
Shojoji Temple’s “hagi” clover.
Under the moo…moo…moon, the flowers bloom,
And I am happy too.
Ponpoko-pon no pon.

しょうじょう寺のたぬきばやし   野口雨情：作詞、中山晋平：作曲
しょ しょ しょうじょう寺
證城寺の庭は
ツ ツ 月夜だ
皆(みんな)出て 来い来い来い
己等(おいら)の友達ァ
ぽんぽこ ぽんの ぽん

負けるな 負けるな
和尚さんに 負けるな

来い来い来い
来い来い来い
皆出て 来い来い来い

しょ しょ しょうじょう寺
證城寺の萩は
ツ ツ 月夜に 花盛り
己等は浮かれて
ぽんぽこ ぽんの ぽん
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波浮の港             野口雨情；作詞、中山晋平；作曲
磯の鵜の鳥ゃ 日暮れにゃ帰る
波浮の港にゃ 夕焼け小焼け
明日の日和は 
ヤレホンニサ なぎるやら

船もせかれりゃ 出船の仕度
島の娘たちゃ 御神火（ごじんか）暮らし
なじょな心で 
ヤレホンニサ いるのやら

島で暮らすにゃ 乏しゅうてならぬ
伊豆の伊東とは 郵便だより
下田港とは 
ヤレホンニサ 風だより

風は潮風 御神火おろし
島の娘たちゃ 出船の時にゃ
船のとも綱 
ヤレホンニサ 泣いて解く

4. Rokkyu.   By Kosaku Yamada, words by Hakushu Kitahara
Let’s go to the Goshoki festival!
My beloved is waiting for me with her hair done up.

Let’s go to the Goshoki festival!
Along the narrow temple path at dawn.

The bell rings. The bell rings.
“Be happy to meet your beloved”, the bell rings.

六騎               北原白秋：作詞、山田耕筰：作曲
御正忌（ごしようき）參詣（めえ）らんかん、
情人（やね）が髪結うて待つとるばん。

御正忌參詣らんかん、
寺の夜(よ)あけの細道に。

鐘が鳴る、鐘が鳴る、
逢うて泣けとの鐘が鳴る。
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orchestral arrangements of 19 very beautiful Japanese songs by various composers with the City 
of London Sinfonia conducted by Michael Collins. This was released as “Hana Wa Saku – 
Flowers Will Bloom” and the Sinfonia, Michael and Charlotte toured Japan together in the 
Spring of 2017. Her third CD of Japanese art songs, “Furusato”, accompanied by Adrian, was 
released in January 2018 and this, their most recent CD “100 years of Japanese song in 2022.

Adrian Farmer
Adrian Farmer trained as an accompanist at the Royal Northern College of Music in Manchester 
from 1977, following a music degree at Birmingham University. He first encountered Nimbus 
Records in 1979, when he was invited to record for them, but

quickly made the decision to join the founders, taking up the role of record producer. In the 
mid-1980s, during the company’s expansion into Compact Disc production, he became 
Nimbus’s Music Director. Through the 1990s Adrian spanned both sides of Nimbus’s varied 
business interests; maintaining the creative focus for Nimbus Records, and coordinating the 
international marketing activity of the company’s optical disc technology division ‘Nimbus 
Technology & Engineering’, a position that involved a great deal of international travel.

Adrian has made several recordings for Nimbus with other artists: Nimbus’s founder the bass 
Shura Gehrman in Vaughan Williams, Butterworth, Fauré and Duparc, tenor Dennis O’Neill in 
songs by Liszt, pianists Nina Walker and Simon Callaghan in Schubert, and Martin Jones at one 
and two pianos in works by Ernesto Halffter, Franz Reizenstein, Alan Richardson, Jean Roger 
Ducasse, Françaix, Saint-Saëns, Reynaldo Hahn, Germaine Tailleferre, and Charles Koechlin. In 
the 1980s he recorded Ravel’s Ma mère l’oye with legendary pianist Vlado Perlemuter, which 
he describes as a treasured memory. 

It is with soprano Charlotte de Rothschild that he has found his most enduring partnership 
beginning in 2012 with the premiere recording of the French songs and German lieder of her 
ancestor, Mathilde de Rothschild. They have gone on to recorded albums of Schumann, Fauré, 
Hahn and Dupont, British composers Cyril Scott, and Norman Peterkin, and the Australian 
Miriam Hyde. They completed a three-album project of Roger Quilter’s songs together with 
tenor Nathan Vale in 2021, and in 2022 the three of them issued 107 songs of the composer 
Armstrong Gibbs. 
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Charlotte is a specialist in the songs of 20th Japanese composers and has toured in Japan over 
many years. Together she and Adrian have now made 2 albums of these beautiful songs, and 
continue to enjoy presenting them in recital throughout Japan.

Adrian has enjoyed his work as a record producer, on the control-room side of the microphone: 
at the time of writing this biography 43 years spent working intimately with the finest artists, 
and reflects that it has brought many rewards, the opportunity for continuous learning and 
constant musical refreshment.

バロネス・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い続けている。 
⾊々な時代、国、ジャンルの歌曲に関する幅広い知識を持っている為、これまでテーマ性
のあるプログラムを数多く組んできた。その中でも良く知られているのが「一族の繋がり
(Family Connections)」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⻑けていた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、そしてイギリスで上演してきた。 
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、季節ごとに編纂される「歌の花束(A Bouquet of Flower Songs)」や、ハープシコード
とピアノで伴奏される「旧約聖書の女性達」、ユーモアをこめて人生を歌った「女性の運
命」等がある。シャーロットは、ボストンのマクマラン美術館で行われた、英国王立好古
家協会主催の「歴史を作る」という展覧会の為にリサイタプログラムを作成した。それは
18世紀、19世紀、そして20世紀初頭の英国の好古家が好んだ曲が含まれており、このリサ
イタルはアメリカのエール、そしてロンドンでも再演された。さらにもう一つのプログラ
ムは、ピアニストのエイドリアン・ファーマーと共に、ボストン、ニューポート、ロ 
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つばくらめ            三木露風；作詞、山田耕筰；作曲
皐月の浪を超えわたり 
野をこそ慕え、つばくらめ。

野をこそ慕え、つばくらめ。
求（と）めあぐみたる古巣ゆゑ。

緑の岡の鐘樂（しやうがく）の 
ひびきの⽅（かた）に⻘岸に。

求めあぐみたる古巣ゆゑ
野をこそ慕え、つばくらめ。

3. Habu Harbour.   By Shimpei Nakayama, words by Ujo Noguchi
The sea cormorants return at dusk
To Habu harbour - colours of the sunset.
Tomorrow’s weather 
YAREHONNISA! will be calm.

The boats are busy, preparing to depart.
The women of the island remain, under the holy mountain.
What feelings 
YAREHONNISA! do they have?

Life on the island is very hard.
With Ito in Izu, news travels by post,
but with Shimoda 
YAREHONNISA! only on the wind.

The sea wind is a gale, blowing down from the mountain.
The women of the island, when the boats go out, 
Untie the mooring ropes 
YAREHONNISA! shedding tears.
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1. Maple Trees.   By Teiichi Okano, words by Tatsuyuki Takano
Mountain maples in autumn reflecting the evening sun.
Among the many shades, light and dark, the maples and the creepers, 
giving colour to the pines, make patterns at the foot of the mountains.

The maple leaves, which float in the valley stream, bobbing on the ripples, 
drawing together and moving apart, in every shade of reds and yellows, 
they weave a brocade on the surface of the water.

紅葉（もみじ）          高野辰之；作詞、岡野貞一；作曲
秋の夕日に照る山もみじ
濃いも薄いも数ある中に
松をいろどる楓（かえで）や蔦（つた）は
山のふもとの裾模樣（すそもよう）
溪（たに）の流に散り浮くもみじ
波にゆられて はなれて寄って
⾚や⻩⾊の⾊さまざまに
水の上にも織る錦（にしき）

2. Swallows.   By Kosaku Yamada, words by Rofu Miki
Crossing the waves of May,
Longing for the fields, come the swallows.

Longing for the fields, the swallows
Are returning to the old nests they ever yearn for.

Following the direction of the bell which tolls in the green hills,
They head for the verdant banks.

Returning to the old nests they ever yearn for,
Longing for the fields, come the swallows.
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ードアイランドで行われたもので、ステンドグラスアーティストのジョン・ラ・ファー
ジの作品を讃えた「ミラージュ;音楽を通してのジョン・ラ・ファージの光とその生涯」で
ある。 

シャーロットの2019年のコンサートは、モンテネグロ、タイ、ベトナム、香港、アメリ
カそして日本で行われた。 
 

またニンバスの所属アーティストとしてシャーロットは、ピアニストのエイドリアン・
ファーマーと共に、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(The Songs of Mathilde de Rothschild)」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(An Intimate Recital)」と「ファースト・グリーン(First Green)」、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二編リリース
している。さらに、リリタ・レーベルのもとに、いくつかのアルバムを出している。「ノ
ーマン・ピーターキンの歌」、「シリル・スコットの歌」、「ミリアム・ハイドの歌」、
そして２０２２年には、4枚セットのCD「アームストロング・ギブスの歌」をリリースし
ている。 

 
１０年に渡る日本での音楽活動の末、シャーロットは１９９９年に日本の歌曲のCD「日

本の旅路(A Japanese Journey)」を録音した。日本の歌曲を日本語で歌い、録音した初め
ての外国人であり、その歌の持つ美しさを、ピアノやハープの伴奏又はオーケストラをバ
ックに、世界中に紹介した。 

２０１６年にはマイケル・コリンズの指揮のもと、シティー・オブ・ロンドン・シンフォ
ニアというオーケストラの演奏をバックに、19曲の日本の作曲家による歌を収めたCD「
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花は咲く(Flowers will bloom)」をリリースした。そして２０１７年春にはシティー・オ
ブ・ロンドン・シンフォニアと共に日本ツアーを行った。 
２０１８年１月にはエイドリアン・ファーマーのピアノ演奏と共に３番目の日本歌曲集
「故郷」をリリースし、さらに一番最近には、「日本の歌百年―日本の旅路三」が 
今年中にリリースされる。 

エイドリアン・ファーマー 

エイドリアン・ファーマーは、バーミンガム大学で音楽の学位を取得した後、1977年より
、マンチェスターのロイヤルノーザン音楽大学で、伴奏者としての研修を受けた。 

1979年に初めてニンバスレコード社と出会う。その時は、ニンバス社のレコーディングの
為に招かれたが、すぐにレコーディング監督の役を得て、発起人の一員に加わることを 

決断した。1980年代半ば、会社がコンパクトディスクの生産で発展している中、音楽監督
になった。1990年代を通してニンバス社の業務の両面に渡って活躍した。一つは社の創造
性を維持する事、もう一つはニンバス社の”ニンバステクノロジー＆エンジニアリング”と
いう光ディスクの分野で営業活動を調整する事であり、特にこの役職は数多くの海外出張
を伴うものであった。 

エイドリアンは、他のアーティストと共に、いくつかのレコーディングをニンバス社の為
に行なった。ボーン・ウィリアムズ、バタワース、フォーレ、デュパルクの曲を歌ったニ
ンバス社発起人の一人、バスのシュラ・ゲールマン、リストの曲を歌うテノールのデニス
・オニール、そしてアーネスト・ハルフター、フランツ・ライゼンシュタイン、アラン・ 
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10 Hometown [2.19]   Roh Ogura / Saisei Murou
 ふるさと              室生犀星；作詞，小倉 朗；作曲
11 Lament [3.31]    Kosaku Yamada / Rofu Miki
 嘆き                三木露風：作詞、山田耕筰：作曲
12 Soon Spring will Come [2.23]   Kasei Yamada (aka Kazuo Yamada) / Samon Jo
 もうじき春になるだろう   城左門：作詞、山田一雄（夏精)；作曲
13 Found a Little Autumn [3.05]    Yoshinao Nakada / Hachiro Sato
 小さい秋みつけた       サトウハチロ一；作詞、中田喜直；作曲
14 Melody for Voice [2.41]    Ikuma Dan / Bin Ueda, after Gabriele D’Annunzio
 聲曲（もののね）          上田敏：訳詞、團伊玖磨：作曲
15 Goodnight! [2.27]   Yoshinao Nakada / Masako Nakai
 おやすみなさい           中井昌子；作詞、中田喜直：作曲
16 Wisteria [4.02]    Ikuma Dan / Minoru Oki
 藤の花               大木 実：作詞、團伊玖磨：作曲
17 The Unknown Door [2.09]    Yoshinao Nakada / Masakiyo Miyamoto
 未知の扉              宮本正清；作詞、中田喜直；作曲
18 Hydrangea [3.04]   Ikuma Dan / Toichiro Kitayama
 紫陽花             北山冬一郎：作詞、團伊玖磨：作曲
19 The Unseen Child [4.39]    Toru Takemitsu / Shuntaro Tanigawa
 見えないこども           谷川俊太郎：作詞、武満 徹；作曲
20 The Daffodil [2.38]    Yoshinao Nakada / Tatsuji Miyoshi
 すずしきうなじ           三好達治；作詞、中田喜直；作曲
21 Town of Flowers [2.58]    Ikuma Dan / Shoko Ema
 花の街               江間章子：作曲、團伊玖磨：作曲
22 Clouds [3.02]    Tomiko Funabashi / Yasuyuki Waki
 雲                               和気康之；作詞、船橋登美子：作曲
23 Now it’s spring! [3.39]    Sotaro Hiraoka / Eiko Kikuchi
 もう春ですね           菊地瑩子；作詞、平岡荘太郎：作曲
24 I am a Thousand Winds [4.07] Man Arai, after Mary Elizabeth Frye
 千の風になって       新井 満；訳詞、新井 満；作曲
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1 Maple Trees [1.42]    Teiichi Okano / Tatsuyuki Takano
 紅葉（もみじ）           高野辰之；作詞、岡野貞一；作曲
2 Swallows [2.13]   Kosaku Yamada / Rofu Miki
 つばくらめ             三木露風；作詞、山田耕筰；作曲
3 Habu Harbour [3.24]  Shimpei Nakayama / Ujo Noguchi
 波浮の港              野口雨情；作詞、中山晋平；作曲
4 Rokkyu [2.43]    Kosaku Yamada / Hakushu Kitahara
 六騎                北原白秋：作詞、山田耕筰：作曲
5 Song of the Shojoji Temple’s “Tanuki” [2.44] Shimpei Nakayama / Ujo Noguchi
 しょうじょう寺のたぬきばやし    野口雨情：作詞、中山晋平：作曲
6 A Love Song about Sleet [4.19]    Kosaku Yamada / Atsuo Oki
 みぞれに寄する愛の歌        大木惇夫：作詞、山田耕筰：作曲
7 Night of the Clouded Moon [2.12]    Teiichi Okano / Tatsuyuki Takano
 おぼろ月夜             高野辰之：作曲、岡野貞一：作曲
8 By the Old Castle of Komoro [5.23]    Ryutaro Hirota / Toson Shimazaki
 小諸なる古城のほとり     島崎藤村；作詞、弘田龍太郎；作曲
9 Crab Tomalley [1.43]    Kosaku Yamada / Hakushu Kitahara
 蟹味噌（がねみそ）         北原白秋：作詞、山田耕筰；作曲

日本の歌百年〜日本の旅路 三
シャーロット・ド・ロスチャイルド（ソプラノ）  

エイドリアン・ファーマー（ピアノ）

100 Years of Japanese Song - Japanese Journey 3
Charlotte de Rothschild, soprano    

Adrian Farmer, piano
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リチャードソン、ジャン・ロジェ・デュカス、フランセ、サン・サーンス、レイナルド・
ハーン、ジャメイン・タイフェール、チャールス・コークリン、の曲を一台又は二台のピ
アノで弾くマーティン・ジョーンズ等であった。1980年代には、ラベルの“マ・メール・
ロワ”を伝説的に名高いピアニスト、ヴラド・ペルルミュテと共にレコーディングをした。
それは彼にとって、至福の思い出であると語っている。 

彼のキャリアの中で、一番⻑く続いている仕事上のパートナーは、シャーロット・ド・ロ
スチャイルドであり、2012年に、シャーロットの先祖のマチルダ・ド・ロスチャイルドが
作曲したフランスの歌や、ドイツのリーデルを世界で初めてレコーディングをしたことか
ら始まった。二人はその後、シューマン、フォーレ、ハーン、デュポン、そして英国人作
曲家シリル・スコットとノーマン・パーキンソン、そしてオーストラリア人ミリアム・ハ
イドのアルバムをレコーディングした。更に、2021年にテノール歌手ナタン・ヴェールと
共に、ロジャー・キルターの曲の三部作を完成させた。又、2022年には、同じく三人で、
作曲家アームストロング・ギブスの107曲をレコーディングし、発行した。 

シャーロットは、20世紀の日本人作曲家による曲を歌う事を得意としており、⻑年に渡り
、日本中で演奏活動を行っている。エイドリアンと共にこれまでに、これらの美しい曲を
収めた、CDを二枚発行し、引き続き日本でリサイタルを行うことを楽しんでいる。 

エイドリアンは、コントロールルームの中で、レコードプロデューサーとしての仕事を楽
しんでいた。この経歴を書くにあたって、43年間を振り返って、最高のアーティストと親
しく仕事が出来たことで、多くの報償と、尽きることのない勉学の好機と、常に感じる音
楽の新境地を得たと感じる。 
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Adrian Farmer
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Teiichi Okano   岡野貞一   (1878-1941)

Kosaku Yamada  山田耕筰  (1886-1965)

Shimpei Nakayama  中山晋平  (1887-1952)

Ryutaro Hirota  弘田龍太郎  (1892-1952)

Kazuo Yamada  山田一雄  (1912-1991)

Roh Ogura  小倉 朗  (1916-1990)

Yoshinao Nakada  中田喜直  (1923-2000)

Ikuma Dan  團伊玖磨  (1924-2001)

Toru Takemitsu  武満 徹  (1930-1996)

Sotaro Hiraoka  平岡荘太郎 (1943 - )

Man Arai  新井 満  (1946 - 2021)

Tomiko Funabashi  船橋登美子  (1971 -)

Composer Chronology                    

  作曲家年表

100 Years of Japanese Song

日本の歌百年
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I never imagined, when I learnt my very first Japanese song Karatachi 
no hana -Quince Flower – by Yamada Kohsaku in 1991, that thirty 
years later I would be bringing out my fourth CD of these beautiful 
songs.  This is the third CD with piano accompaniment and like the 
other two, is a mixture of “kakyoku”, the Japanese equivalent of Lieder 
or Chanson, and of “douyou”, popular songs that are sung in schools 
and then throughout life.  It has truly been a wonderful journey of 
discovery and the songs on this CD show that the art of composition of 
these western-style songs continues on into the present day.    

Charlotte de Rothschild

私は１９９１年に初めて日本の歌「からたちの花」（山田耕筰作曲）を
習った時、30年後に美しい日本の歌の数々を収めた4枚目のCDを出す
とは想像もしませんでした。このCDはピアノの伴奏によるCDの三枚目
であり、他の二枚と同じく、ドイツのリーデルやフランスのシャンソン
に匹敵する日本の歌曲、そして学校やその後人々の生活を通して歌われ
る童謡が混ざったものです。これは私にとって真に美しい発見の旅でし
た。そしてこのCDはこれらの⻄洋風の作曲の美が現代の世の中にも引
き継がれていることを示しています。  

 シャーロット・ド・ロスチャイルド
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Also Available by Charlotte de Rothschild on Nimbus
www.wyastone.co.uk for full details
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Charlotte de Rothschild
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100 Years of 
Japanese Song
A Japanese Journey 3
Charlotte de Rothschild
Adrian Farmer




