


１. 歌　曲集 11.いっしょに  (2016年)    詩　工藤 直子  

        
◆工藤直子の詩に付曲した1999年発表の無伴奏混声合唱曲集『光と風をつれて』の第１曲（無伴奏アカペラ） 
　がオリジナル。2016年にピアノパートを新たに書き下ろし伴奏付き歌曲へと編曲した作品。 

１. 歌曲集『抒情小曲集』(1999年)    

 　 11. うぐいす      詩　武鹿 悦子 

  12. ほんとに　きれい    詩　C. Rossetti / 訳　吉田 映子 

  13. ねこぜんまい     詩　武鹿 悦子 

  14. 夕顔      詩　金子 みすゞ 

  15. すずしい日     詩　岸田 衿子 

  16. しじみ蝶      詩　新美 南吉 

  17. かぜとかざぐるま    詩　岸田 衿子 

  18. 山の枇杷      詩　金子 みすゞ 

  19. 月の角笛      詩　新美 南吉 

  10. 秋       詩　壷井 茂治 

  11. 白いもの      詩　北原 白秋 

  12. つらら      詩　まど・みちお    

◆1996～97年にカワイ音楽教室の季刊誌『音のゆうびん』に発表された小歌曲がベースになっており、 
　季節を追うように配置された、豊かな世界感を持った12篇の詩に音楽がやさしく寄り添う歌曲集。



２. 歌曲集『三好達治の詩による二つの歌』(1999年)     

 　 1. 物語         

   

 　 2. 乳母車            

◆1987年発表の男声合唱組曲『Enfance finie』（アンファンス・フィニ）～過ぎ去りし少年時代　から第２曲、 
　第４曲を移調のうえ歌曲へと編曲。テキストは三好達治の第一詩集『測量船』『測量船拾遺』から。  

              

３. 歌曲集『いちばんすきなひとに』(2012年)     

 　　　        　　　詩集『ひとりの女に』より 

 　 1. 僕はまるでちがって   　  詩　黒田 三郎 

 　　　        　　　詩集『優しき歌』より 

 　 2. また昼に       詩　立原 道造 

 　　　        　　　詩集『色ガラスの街』より 

 　 3. 二人の詩       詩　尾形亀之助 

 　　　        　　　詩集『砂の枕』より 

 　 4. 忘却     　　  詩　堀口 大學 

 　　　        　　　詩集『祝魂歌』より 

 　 5. しぬまえにおじいさんのいったこと　  詩　谷川俊太郎    

◆2012年に作曲された比較的新しい歌曲集で、多くの木下作品の中で唯一テノールに向けて書かれた作品。 
　５人の大詩人の詩を、恋の始まりから高揚、冷却、未練、昇華という流れに沿って並べて構成した恋の歌。



１. いっしょに (2016年)  詩　工藤 直子 

　ここで　やすんでいきませんか 
　すこし　おはなししませんか 

　きのうみた　ゆめのはなしや 
　あしたの　おてんきのこと 
　かぜの　はしるすがたや 
　ひかりの　こぼれぐあいについて 
　そして 
　あなたが　どこからきて 
　どこへいくのか　なども… 

　ゆっくりゆっくり 
　うなづきあって 
　しばらくいっしょに 
　すごしませんか 

1. 歌曲集『抒情小曲集』(1999年) 

１. うぐいす  　 　　詩　武鹿 悦子　 

　うぐいすの　こえ 
　すきとおる 
　はるのつめたさ 
　におわせて 

　うぐいすの　こえ 
　すきとおる 
　うちゅうが　一しゅん 
　しん、とする 

２. ほんとに　きれい　 　 詩　C. ロセッティ 
   　 　 訳　吉田 映子 
　ほんとに　きれい 
　花いっぱいの　さくらの木 
　光まばゆい　まっ白晴れ着 
　春は四月の　よろこびに 
　ああ、　ほんとに　きれい！ 

　ほんとに　きれい 
　実もいっぱいの　さくらの木 
　つやつや　まっかなつぶらな玉 
　みどりしたたる葉をかざり 
　ああ、　ほんとに　きれい！ 

３. ねこぜんまい  　 詩　武鹿 悦子 
     
　ねこを　だきあげると 
　ねこぜんまいが 
　ゆゆーん 
　ゆゆーんと　のびて 
　ねこ　ぶらさがる 

　きりなくのびたら　どうしよう！ 
　　　きゃッ 
　と　はなせば 
　ねこ　ゆかのうえ 
　　　わーご 
　もう　かくれてみえない 
　ねこぜんまい 

４. 夕顔    詩　金子みすゞ 
       
　蟬（せみ）もなかない 
　くれがたに、 
　ひとつ、ひとつ、 
　ただひとつ、 

　キリリ、キリリと 
　ねじをとく、 

　みどりのつぼみ 
　ただひとつ。 

　おお、神様はいま 
　このなかに。 

５. すずしい日   詩　岸田 衿子 
      　 
　すずしい　すいようび 
　すいすの　すずかけの木の　こずえに 
　すずめの巣を　みつけた 
　すずしいかぜにふかれ 
　すいれんの花も 
　すがおのむすめのすかーともひらき 
　すいす人は　すてっきをついて 
　まっすぐに　すすんだ



６. しじみ蝶    詩　新美 南吉 

　そより   
　風と     
　生れ     
     
　草の    
　光に     
　まぎれ    
     
　かげの   
　花には    
　みえつ    
     
　うすい   
　秋陽の    
　まひる    
     
　しじみ 
　蝶々の 
　ちらら 
　 
　きえも 
　はてずに 
　まうは 

　あわれ 
　杳（はる）かな 
　夢の 

　あわれ 
　はかなき 
　おもい 

７. かぜとかざぐるま  詩　岸田 衿子 

　かぜに　いろをつけたひとだれ 
　かぜに　はねのあるのをみたひとだれ 
　かぜを　みたいとおもったら 
　かざぐるまを　みていてごらん 
　かざぐるまを　ほしければ 
　かぜのなかを　さがしてごらん 

８. 山の枇杷  　      詩　金子みすゞ 
　　 
　山の枇杷（びわ）、 
　知らない人が枝にいて、 
　峠をのぼるわたしらに 
　枝ごと投げてくれました。 
 黄いろく熟れた 
 枇杷の實（み）を 

　山の枇杷、 
　今は葉ばかり、誰もいず 
　峠のみちの秋風に 
　吹かれて私はくだります。 
 ひとつの影の 
 ながいこと　 

９. 月の角笛　     詩　新美 南吉 

　月が角笛 
　夜ふけにふいた。 

　ぽうぽうぽうよ、 
　ぽうぽうぽうよ。 

　犬が野原を 
　めぐってないた。 

 ぎりり、時計のねじをばまいて 
 牧師が階段、ことことおりた。 

　月が角笛 
　とおくにふいた。 

　ぽうぽうぽうよ、 
　ぽうぽうぽうよ。 

　牛があくびを 
　あわわとやった。 

 からら、シャーレの窓をばしめて 
 ああ、ああ、遠いと乳屋（ちちや）がいった。



10. 秋 　      詩　壷井 繁治 

　秋は冷たい宝石のかけら 
　きらきら光りながら 
　わたしの胸へころげこむ 

　秋は透明なこころの鏡 
　そっとのぞいてみると 
　わたしの 涙と微笑を映す 

　秋はわたしの白い柩（ひつぎ） 
　ひそかに地中へ埋めてみると 
　傍（かたわら）で虫がちろちろと泣く 

11. 白いもの 　    詩　北原 白秋 
  　     
　月の中から飛んでくる 
　白い小鳥を見ましたか。 

　花の中から咲いてくる 
　白いにおいを見ましたか。 

　水の中から沸いてくる 
　白い狭霧（さぎり）を見ましたか。 

　歌の中から澄んでくる 
　白いひびきを見ましたか。 

　夢の中からさめてくる 
　白い光を見ましたか。 

　かわいい嬢さん、泣いたとき 
　白い小鳥を見ましたか。 

12. つらら 　    　　詩　まど・みちお 

　つららら　つららら 
　つらららら 
　きんいろ　つららの　クレヨンが 
　おひさま　かいた 
　あさの　そらに 
　だあれも　みんな　ねてる　うちに 

　つららら　つららら 
　つらららら 
　ぎんいろ　つららの　クレヨンが 
　おつきさま　かいた 
　よるの　そらに 
　だあれも　みんな　ねた　あとで 

２. 歌曲集『三好達治の詩による二つの歌』(1999年) 

１. 物語  

  

　私の讀（よ）んでいる長い長い戀（こい）の物語 

　それがききたいのか 

　夜更けの屋根へ鳥がきてとまったようだ 

　月の光にぬれながら静かに休んでいるようだ 

　私の讀んでいる長い長い罪の物語 

　それをきいているのか　鳥の身もこんな夜頃は 

　じっと頸（くび）をすくめて 

　いつかしら苔のように泣いているようだ 

２. 乳母車  
 

　母よ、 

　淡くかなしきもののふるなり 

　紫陽花（あじさい）いろのもののふるなり 

　果てしなき並樹のかげを 

　そうそうと風のふくなり 

　時はたそがれ 

　母よ　私の乳母車を押せ 

　泣きぬれる夕陽にむかって 

　轔々（りんりん）と私の乳母車を押せ 
　 

　赤い総（ふさ）ある天鵞絨（びろおど）の帽子を 

　つめたき額（ひたい）にかむらせよ 

　たびいそぐ鳥の列にも 

　季節は空を渡るなり 

　淡くかなしきもののふる 

　紫陽花いろのもののふる道 

　母よ　私は知っている 

　この道は遠く遠くはてしない道

﹅ ﹅

（注）歌曲版では傍点の「母よ」の部分は作曲されていません
﹅ ﹅



３. 歌曲集『いちばんすきなのひとに』(2012年) 

１. 僕はまるでちがって  詩　黒田 三郎 

　僕はまるでちがってしまったのだ 
　なるほど僕は昨日と同じネクタイをして 
　昨日と同じように貧乏で 
　昨日と同じように何にも取柄がない 
　それでも僕はまるでちがってしまったのだ 
　なるほど僕は昨日と同じ服を着て 
　昨日と同じように飲んだくれで 
　昨日と同じように不器用にこの世に生きている　 
　ああ 
　薄笑いやニヤニヤ笑い 
　口を歪めた笑いのなかで 
　僕はじっと眼をつぶる 
　すると 
　僕のなかを明日の方へとぶ 
　白い美しい蝶がいるのだ 

２. また昼に    詩　立原 道造 

　僕はもう　はるかな青空や流される浮き雲のことを 
　歌わないだろう… 
　昼の　白い光のなかで 
　おまえは　僕のかたわらに立っている 

　花でなく　小鳥でなく 
　かぎりない　おまえの愛を 
　信じたなら　それでよい 
　僕は　おまえを　見つめるばかりだ 

　いつまでも　そうして　ほほえんでいるがいい 
　老いた旅人や　夜　はるかな昔を　どうして 
　うたうことがあろう　おまえのために 

　さえぎるものもない　光のなかで 
　おまえは　僕は　生きている 
　ここがすべてだ！　… 僕らのせまい身のまわりに 

３. 二人の詩    詩　尾形亀之助 

　薄氷のはっているような 
　二人 

　二人は淋みしい 
　二人の手は冷めたい 

　二人は月を見ている 

４. 忘却        詩　堀口 大學 

　忘れよう 
　思わぬようにしよう 
　返らぬ夢だ 
　死んだ小鳥だ 
　忘れよう 
　思わぬようにしよう 
　昨日の花だ 
　失われた宝玉だ 
　忘れよう 
　思わぬようにしよう 
　消えた花火だ 
　すたれた帽子だ 
　忘れよう 
　思わぬようにしよう 
　沈んだ鐘だ 
　錆びた鏡だ 
　忘れよう 
　思わぬようにしよう 
　去年（こぞ）の雪だ 
　すぎた花ざかりだ 
　忘れよう 
　思わぬようにしよう 
　閉ざされた窓だ 
　うつろな鳥籠だ 
　忘れよう 
　思わぬようにしよう 
　殺された鳩だ 
　埋もれた寺院だ 
　忘れよう 
　思わぬようにしよう 
　終わった恋だ 
　去った女だ 
　忘れよう 
　思わぬようにしよう 

５. しぬまえにおじいさんのいったこと 
        詩　谷川 俊太郎　 

　わたしは　かじりかけのりんごをのこして 
　しんでゆく 
　いいのこすことは　なにもない 
　よいことは　つづくだろうし 
　わるいことは　なくならぬだろうから 
　わたしには　くちずさむうたがあったから 
　さびかかった　かなづちもあったから 
　いうことなしだ 

　わたしのいちばんすきなひとに 
　つたえておくれ 
　わたしは　むかしあなたをすきになって 
　いまも　すきだと 
　あのよで　つむことのできる 
　いちばんきれいな　はなを 
　あなたに　ささげると



Profile 

《作曲家》　木下 牧子（きのした・まきこ）　Composer / KINOSHITA Makiko　 

　東京生まれ。クラシック・現代音楽系作曲家。管弦楽から歌曲までその活動は幅広く、特に声楽

作品は抜群の人気を誇る。東京芸術大学作曲科首席卒業、同大学院修了。日本音楽コンクール作曲

部門（管弦楽の部）入選。日本交響楽振興財団作曲賞入選。三菱UFJ信託音楽賞奨励賞受賞。 

 主要作品に、オペラ「不思議の国のアリス」、オーケストラのための「呼吸する大地」、室内楽「も

うひとつの世界」、吹奏楽「ゴシック」、合唱組曲「方舟」、歌曲集「秋の瞳」、ピアノ曲集「記

憶の森」他。今までに５回の作品個展を開催。出版は約100冊、CDも「室内楽作品集～もうひとつ

の世界」(「レコード芸術」現代曲部門 特選盤）ほか多数。 

      ●公式ウェブサイト　　kinoshitamakiko.com 

《う た》　 金子 堅治（かねこ・けんじ）　Vocal / KANEKO Kenji　 

　東京生まれ。６歳よりピアノを始める。父親の転勤に伴い13歳で会津若松に転居。県立会津高校
在学中に声楽を藤村晃一、ピアノを秋月和子の両氏に師事。国立音楽大学声楽科（テノール専攻）で
田島好一氏に師事。バロック作品の他、シューベルト、シューマンを中心にドイツ・リートを学ぶ。 

　会津大学短期大学部社会福祉学科では13年に渡り教壇に立ち、多くの学生を指導。現在は音楽教
室を主宰、ピアノ・声楽など幅広く指導。合唱の指導には定評があり、おおるりコーラスでは平成
15年より指導を続けている。2018年より演奏活動を再開し、10月にオール・バロック作品による

ソロ・リサイタル（伴奏江川龍二氏）を開催。日本歌曲にも積極的に取り組み、昨年8月にはオール

木下牧子作品による『新しい日本歌曲の演奏会』～へびとりのうた を開催し好評を博す。 
   

      ●公式ウェブサイト　　kenjikaneko.com 

《ピアノ》　金子 理恵（かねこ・りえ）　Piano / KANEKO Rie 

　埼玉生まれ。４歳よりピアノを学ぶ。東京家政大学附属中学・高校を経て玉川大学文学部英米文

学科卒業。さらに同大学教育学部教育学科（幼児教育専攻）に学び、幼稚園教諭免許を取得。 

 幼稚園勤務を経て、現在は自宅音楽教室にて幼児・児童への音楽指導を行うほか、合唱の伴奏を中

心に活動。歌曲伴奏にも本格的に取り組み、昨年８月のオール木下牧子作品による『新しい日本歌

曲の演奏会～へびとりのうた』では全般にわたりピアノ伴奏を務める。 

　所属する『木の実シアター』では幼稚園・保育園・福祉施設において長年にわたり音楽ボランティ

アの活動を行なっている。


