
   

BACH-CHOR, TOKYO 122nd Regular Concert : J. S. Bach Cantatas in Japanese Version by OHMURA EMIKO 
 

東京バッハ合唱団 第122回定期演奏会    
バッハ･カンタータ日本語演奏 

大村恵美子･訳詞/指揮    
昇天節オラトリオ 《頌めよ 神のみ国》 

HIMMELFAHRTS-ORATORIUM BWV 11 

カンタータ第12番 《泣き 歎き 憂い 迷い》 
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12 

カンタータ第22番 《イェス 十二弟子呼びて言いたもう》 
Jesus nahm zu sich die Zwölfe BWV 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

2023年 5/6 [土］ 開演14：00 / 開場13：30 

川口総合文化センター リリア音楽ホール 

京浜東北線「川口駅」西口正面（東京駅から約 25分/新宿駅から約 22分） 

14:00 Saturday 6 May, 2023    KAWAGUCHI LILIA MUSIC HALL  

 

◆チケット：全席自由席、前売 3,500 円（当日 4,000 円）  

◆発売：東京バッハ合唱団事務局（メール/電話等でお申込み→チケット郵送→同封郵便振替でお支払い） 

       http://bachchor-tokyo.jp/  メール office@bachchor-tokyo.jp  電話 03-3290-5731  FAX 03-3290-5732 

または、リリア音楽ホール・チケットセンター 電話 048-254-9900 

 

主催：東京バッハ合唱団      後援：ドイツ連邦共和国大使館 

 

ソプラノ 光野孝子   アルト 谷地畝晶子   テノール 鳥海 寮   バス 小藤洋平 
MITSUNO TAKAKO, soprano  YACHIUNE SHOKO, alto  TORIUMI TSUKASA, tenore  KOTOU YOUHEI, basso 

管弦楽 ＡＲＳ（コレギウム･アルモニア･スペリオーレ･ジャパン）   オルガン 田尻明葉 
 COLLEGIUM ARMONIA SUPERIORE JAPAN, orchestra                 TAJIRI AKIHA, organ 

合唱 東京バッハ合唱団       指揮 大村恵美子 
    BACH-CHOR TOKYO, chorus     OHMURA EMIKO, conducting 



  
＜演奏作品へのご案内＞ 

■選曲の背景 
J.S.バッハには 190 曲ほどの教会カンタータが現存しますが、近代の分類によ

って BWV 1 から BWV 199 などの整理番号（Bach バッハ-Werke 作品-Verzeichnis 目録）が

付され、それぞれカンタータ第 1番、第 199番などと呼ばれています。 

今回の公演では、11、12、22 と BWV の若い番号の作品が集められました。当合

唱団では、未出版の作品を今後 BWV 順に刊行しようとする「カンタータ楽譜全

集、完結計画」を進めていますが（下欄参照）、その第 1 年次に予定される 12

曲から選ばれた結果です。 

■昇天祭への道程――受難と復活の予告から、天への別れまで 

礼拝のなかでのバッハ・カンタータの役割は、その日の説教の内容を、親しみ

やすく分かりやすく、目に見えるような具体的な驚きと感動へと導くことにあ

りました。各カンタータの主題となる福音書の物語を想い浮かべながら、バッ

ハの作曲意図に身をゆだねる――、バッハ・カンタータ鑑賞の醍醐味です。 

今回定期演奏会の 3 曲は、上の見出しのようにまとめられるでしょうか。イェ

スは自らの使命を果たすべく、弟子たちを連れて、都城エルサレムへの道を進

みます。弟子たちには、前途に待ちうける出来事を知る由もありません。↗ 

 ■カンタータ第 12番《泣き 歎き 憂い 迷い》BWV 12 （以下、演奏順） 

一行は、熱烈な歓迎をうけて城門を入りましたが、ある晩、イェスは弟子たち

の足を洗いながら、翌日に迫った受難を予告します：「しばらくすると、私を

見なくなる……」。表題は、動揺した弟子たちの絶望と不安をあらわす合唱の

歌い出し句。晩年の《ロ短調ミサ》につながる、青年バッハ渾身の一作。 

■カンタータ第 22番《イェス 十二弟子呼びて言いたもう》BWV 22 

時間軸をやや戻ります。エルサレムへの途上、イェスはなんども自身の受難と

復活を弟子たちに告げていますが、ここもその一幕。「人の子について預言者

が書いたことはみな実現する」という主の言葉を、弟子たちは理解できず、う

ろたえるばかり。豊穣のライプツィヒ時代を準備する小品です。 

■昇天節オラトリオ《頌めよ 神のみ国》（カンタータ第 11番）BWV 11 

《クリスマス･オラトリオ》と同様、世俗祝賀曲を原曲とし、曲想・技巧とも

に円熟期を迎えたバッハの「物語音楽」の一つ。かくしてイェスは十字架に死

に、予言どおり復活したのち、40 日間、悲嘆にくれる弟子たちのもとに留ま

りますが、やがて彼らの見上げる中を昇天します（チラシ表のジョット画）。曲

中の絶品アルト･アリア（第 4曲）も、《ロ短調ミサ》中に甦ることでしょう。 

＜出演者プロフィール＞ 

■光野 孝子（みつの・たかこ），ソプラノ 

島根大学教育学部特別音楽課程卒業．オペラでの活躍に加え，

宗教曲においてもバッハを中心に多くの作品でソリストを務め

ている．2006 年ライプツィヒ・バッハフェスティヴァルに，樋

口隆一指揮・明治学院バッハアカデミー合唱団のソリストとし

て出演，好評を博す．当合唱団の声楽指導の他、合唱指揮でも

活躍中．二期会会員． 

 ■谷地畝 晶子（やちうね・しょうこ），アルト 

岩手大学教育学部卒業．東京芸術大学音楽研究科博士後期課

程独唱科修了．第 16回日仏声楽コンクール第 1位．2012年度

三菱地所賞受賞．バッハ「クリスマス・オラトリオ」「ロ短調

ミサ」「マタイ受難曲」「ヨハネ受難曲」，ヘンデル「メサイア」

など，主に宗教曲においてソリストを務める．岩手大学，盛

岡大学短期大学部、盛岡看護医療大学校非常勤講師． 

■鳥海 寮（とりうみ・つかさ），テノール 

東京学芸大学卒業，同大学院修士課程修了．レッジェーロテノ

ールとして，とくにオラトリオ・受難曲の分野でソリストとし

て活躍．近年指揮者としても活動．函館グロリア合唱団常任指

揮者，サレジオ小学校音楽教諭．発声指導者として声楽家・ミ

ュージカル歌手・合唱団から絶大な信頼を得ている．東京小平

市に歌唱道場を持つ．日本声楽発声学会会員． 

 ■小藤 洋平（ことう・ようへい），バス 

国立音楽大学声楽科卒業。尚美ディプロマコースおよびハン

ブルク音楽院（ドイツ）修了．ドイツ留学中より J.S.バッハ

「クリスマス･オラトリオ」やカンタータのソリストを務め

る．帰国後は国立音楽大学音楽研究所（バッハ部門）研究員

として研鑽を積み，「マタイ受難曲」「ヨハネ受難曲」「ロ短調

ミサ曲」のほか，主に宗教曲ソリストとして数多く出演． 

■ＡＲＳ（コレギウム･アルモニア･スペリオーレ･ジャパン），管弦楽 

2018年に誕生した演奏家のための“研鑽団体（Collegium）”．経験豊富な演奏愛

好家と音楽専攻を目指す学生を対象に，緊密なアンサンブルによる“よりよき

響き（Armonia Superiore）”の追及を目的とし，マスタークラスや演奏会実践

形式での研鑽を実施している．2019 年に当合唱団の小布施・野尻湖コンサート

ツアーに有志が同行して以来，活動趣旨を共有しながら，メインの器楽パート

ナーとして協演をつづけている． 

 ■田尻 明葉（たじり・あきは），オルガン 

東京音楽大学付属高校，東京音楽大学ピアノ科卒業後，桐朋

学園大学カレッジディプロマコース，コントラバス科を卒業．

モスクワ音楽院常葉学園オーディション合格．オルガンとコ

ントラバスで数多くの実践を重ねる．当合唱団では第 117 回

定期演奏会（2018年）にオルガニストとして出演以来，地方

公演も含め多くの公演に参加している．当合唱団練習伴奏者． 

■大村 恵美子，指揮/訳詞  

東京バッハ合唱団主宰者・常任指揮者．東京芸術大学楽理科および作曲科卒業

後，フランス・ストラスブール大学と同音楽院に留学．在学中よりバッハのカ

ンタータ演奏を志し，1962 年帰国とともに合唱団設立．今日までに既にバッハ

宗教合唱作品のほぼ全曲の上演用訳詞を完成し，順次刊行中，既刊 84曲．多く

は自らの指揮で上演を続けている．「バッハの音楽的宇宙」（丸善ライブラリー），

「バッハ コラール･ハンドブック」（春秋社）ほか著書多数． 

 ■東京バッハ合唱団，合唱  

教会カンタータを中心にバッハの作品のみを演奏し，研究する団体として

1962 年大村恵美子の呼びかけで組織された．都内での定期演奏会や各地教会

等での特別公演など，あわせて 200回を越すコンサートを，主に大村恵美子の

指揮で開催し，わが国へのバッハ音楽普及に貢献している．国内では日本語上

演（大村恵美子訳詞）を原則とするが，ドイツを中心に海外巡演（原語上演）

も 5回を数える．2022年 7月に創立 60 周年を迎えた． 

＜リリア音楽ホールへのアクセス＞ 

JR京浜東北線「川口駅」西口正面「川口総合文化センター」内 

（〒332-0015 埼玉県川口市川口３丁目１−１、電話 048-258-2000） 

■電車でお越しのお客様 

・東京駅から JR京浜東北線で約 25分 

・新宿駅から JR埼京線～赤羽駅乗り換え～JR京浜東北で約 22分 

・大宮駅から JR京浜東北線で約 21分 

 ■お車でお越しのお客様 

・都内から 高速川口線～鹿浜橋より約 4km／高速 5号線～板橋本町より約 9km 

・和光方面から 東京外環道～川口西 ICより約 5.5km 

・三郷方面から 東京外環道～川口東 ICより約 6.5km 

・岩槻方面から 東北道～浦和 ICより約 10km 

（駐車場もご利用いただけます。地下 1・2階、収容台数 155 台） 

＜あなたも、日本語でバッハを歌ってみませんか＞ 

バッハの合唱曲を日本語で歌いつづけて、60 年。資格や経験は問いません。ひ

とりでも多くの方に、「日本語のバッハ」を体験していただきたいと願っていま

す。ぜひいちど、練習をのぞいてみてください。 

■練習日／会場： 

《土曜日》15:30‐17:30、荻窪教会（日本キリスト教団）。JR/地下鉄「荻窪駅」

南口から徒歩 8分。〒167-0051 杉並区荻窪 4-2-10（電話 03-3398-2104） 

 《月曜日》18:30‐20:30、目白聖公会。JR「目白駅」から徒歩 5分、目白通り

沿い。〒161-0033 新宿区下落合 3-19-4（電話 03-3951-5010）【※コロナ禍の

現在、月曜の目白会場は、回数を間引いています。お問い合わせください】 

・どちらへの参加もご自由。見学歓迎（事前にご一報のうえお越しください） 

■会費：入団金不要、月額団費 6000円（児童・学生無料、30 歳未満半額） 

（詳細はＨＰをご覧ください） 

＜大村恵美子･個人完訳『日本語版バッハ･カンタータ楽譜全集』完結計画、スタート！＞ 

教会カンタータ現存 192曲を予定。既刊 82曲。未刊分 110 曲の 10年後完結を目標 
■J.S.バッハの「教会カンタータ」は、上演可能な作品として今日 192 曲ほど

が現存します。東京バッハ合唱団創設主宰・大村恵美子はその多くを自らの訳

詞によって上演してきましたが、訳詞演奏の普及を願って、2000 年からは公演

と同時に上演曲の出版・市販も開始し、既刊は全 82 曲（他に世俗カンタータ 2

曲）に達しています。 
■残り 110曲余ですが、2022年の合唱団創立 60周年を機に、今後 10年間で「全

集」として完結させる計画を、底本版元ドイツ・ブライトコプフ社とともに立

ち上げました。クラウドファンディングを前提に準備を進めており、2023 年前

半には詳細を発表、バッハファンの皆様のご支援を呼び掛ける予定です。訳詞

者はすでに教会カンタータ全曲の上演用訳詞原稿を完成させております。皆様

とともに、ライフワークの完遂を見届けたいと願っています。↗ 

 ■第 1年次（2022-23 シーズン）は、BWV 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22 の計

12曲の楽譜を制作し（内 3曲［  で表示］は、公演準備のため先行既刊）、まと

まり次第、ファンディングへの応募方法を公表します（当年次の新刊楽譜全 12

曲より、寄付額に応じて 1冊から 12 冊の希望曲楽譜を贈呈、など）。 

■以下、第 2年次（2023-24シーズン）～第 9年次（2030-31 シーズン）まで、

原則として BWV 番号の若い順に各 12曲ずつ（最終第 10年次、2031-32シーズ

ンは 6曲）を発行予定。発刊順序は、合唱団の公演スケジュールの都合等で入

れ替わる場合があります。 

■既刊楽譜（計 84曲）は、全曲とも市販中。既刊の曲名/価格一覧/入手法等

の資料をご請求ください。東京バッハ合唱団出版局（連絡先：事務局に同じ） 

メール office@bachchor-tokyo.jp  電話 03-3290-5731  FAX 03-3290-5732 
 


