
ギリシャ神話に登場する船乗りを惑わす大海の人魚をモチーフに
人間と人魚との積年にわたる争い、肉親の非業の死を互いに背負いながら

禁断の恋から生まれる愛憎関係、守るべき一族と切れぬ絆
恋慕と悔いから狂気へと変わる心情をダイナミックに表現しています。

両声ヴォーカリストのマリアセレンが1人2役を演じるパラレルワールドをお楽しみください。
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一般社団法人 グローバルアーティスト支援機構
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20F　TEL  03（5288）5799　FAX  03（5288）5797

マリアセレン公式サイト　https://maria-seiren.com

Sirena

Onda

Azzurra

Nereo

主催／　　　  一般社団法人グローバルアーティスト支援機構 後援／

全5幕イタリア語（日本語字幕付き）

主演 Maria Seiren（cantante ambavoce）

公演記念プログラム

驚異の歌唱力  1人2役の両声ヴォーカリスト

新宿文化センター大ホール
18:15開場 19:00開演

100名を超えるオーケストラと合唱団  衝撃のパラレルワールド音楽劇ファン限定のサプライズをシェアしましょう。

主な
会員特典

・ 会員カードの発行　・ チケットの先行予約申込　
・ 公演のファン限定特別席の抽選
・ ファン限定のイベント（ミニコンサート、旅行等）のご案内　
・ メルマガなどの情報配信
▶詳しくはWEBにてご確認ください。https://maria-seiren.com/

新規入会
料金（税込）

入会金　1,000円／年会費　5,432円／合計　6,432円（初年度）
【次年度より継続の場合（税込）】 年会費5,432円のみ

ご入会方法
のご案内

下記方法よりファンクラブ入会手続き方法をお選び頂けます。
入会をご希望される方は、こちらのご案内をよくお読みになった上で、
入会手続きを行って下さい。

【Loppi】 http://l-tike.com/fc/guide.html
【ローチケHMV】 https://l-tike.com/fc/ap/detail/?fcid=1000074

メッセージングテクノロジー株式会社　マリアセレンファンクラブ事務局　
住　所　〒108-6028 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28F　
連絡先　TEL:03-5765-2788　FAX:03-5765-2789

ファンクラブ事務局 お求めは
左記「ファンクラブ事務局」
までご連絡ください。

◀

マリアセレンファンクラブに入会しよう！

主催　国際ソロプチミスト立川 

【お問い合わせ】 FAX. 042-528-2405 FAX用紙にお名前、連絡先、チケットの枚数をお書きいただき、
お申し込みください。こちらから改めてご連絡させていただきます。

2017年12月4日(月) 18：00 開場  18：30 開演

会場  立川グランドホテル4F 入場料  18,000円

驚異の歌唱力  今、話題の両声ヴォーカリスト

マリアセレン

女性と女児の生活向上を目指す
「国際ソロプチミスト立川」が毎年主催するディナーショー、

今年のアーチストはマリアセレンに決定！
感動を呼ぶその驚異的な歌唱力をぜひ体験してください。

in format ion

【DVD】
Youtube再生回数
300万回突破
記念コンサート
ファースト単独コンサート
を14曲収録！

2枚組、全19曲を収録！

哀しみのシレーナ
～禁断の恋～
世界初公演記念保存版
（2017年2月3日～5日ヤクルトホール）

【CD】

5,000円
（税込・送料別）

2,000円
（税込・送料別）

DVD、CDも販売中！

DVD、CDの
お求めはこちら

本日新発売！本日新発売！
（カウンターで）（カウンターで）



　マリアセレンの男女の声を一瞬で歌い分ける両声切替技法で、いっそ世界が驚く国産イタリア語オペラを創
ろう！ ―「哀しみのシレーナ～禁断の恋」は、マリアセレンの命名の由来である「オデュッセイア」の魔物セイレー
ンを主人公シレーナのイメージとし、能楽で演じられる「もの狂い」をテーマにしています。人間の本性に迫る
「もの狂い」をできるだけ簡素な和の演技で表現し、日本独特の「狂いの美学」を追求した音楽エンターテイン
メント作品です。
　作曲家の武井浩之氏と初めてコンビを組んで、最初に取り組んだことは「アート２：エンタメ８」で、いかに飽き
させないイタリア語音楽劇を創るかということでした。約15分を１単位とした幕展開とするために、能楽の「序
破急」からヒントを得た音楽の展開法を取り入れ、作曲も演出も何度もやり直し、完成まで3年間を費やしました。
　配役の設定も能楽で言えば、シテがシレーナ､ワキがネレオ、シテツレはオンダとアズーラという役どころになるでしょうか。老船乗り
と3人の子役は幕の間（アイ）に登場する狂言回しになります。能舞台にオーケストラピットがないように出演者全員が舞台に上がるコ
ンサート形式でセンタースプリットしてできた空間を橋掛かりに見立て、役者の演技力でオーケストラや合唱団が消えるという妄想の
世界を創り出すのが私のねらいです。
　男時・女時・狂時を経て「狂いの中にこそ花」という美意識を最終幕まで感じさせ、いくつかの謎をおみやげに残してくれるパラレル
ワールドを存分にお楽しみください。

作・演出・作詞　植村 文明

　「哀しみのシレーナ～禁断の恋」の作曲は最初のフレーズが生まれてから3年以上の時間をかけて作り上げた
大作です。はじめは断片的なメロディーから始まりましたが、総合プロデューサーの植村氏の構想が徐々に大きな
作品へと発展するにつれ、4幕で終わる予定のものが5幕になり、さらに序曲も加わりました。植村氏の次々湧き出
るイマジネーションについていくのは容易ならざる作業でしたが、マリアセレンをはじめとする素晴らしい歌手の歌
声からのインスピレーションにも助けられやっと完成にこぎつけました。長い曲の全体を見渡しながら、常に変化す
る演出に合うよう細部に変更を加えるというのも大変な仕事でした。そして今回の公演では大きな変更がありまし

た。オーケストラパートが初演時より増えたのに加え、合唱団やオルガンが加わり、総勢100名を超す出演者による一大作品となりまし
た。神話を元に能楽のエッセンスを加えた日本発のイタリア語音楽劇を最後までお楽しみください。

作曲　武井 浩之

　再演は初演以上に進化していなくてはならない。―総合プロデューサー植村氏はさらに原作の深堀を求めてき
ました。シレーナとネレオの禁断の愛欲の世界で入れ替わる正と邪をもっと胸に秘めた狂気で表現しろというので
す。シレーナの残忍な心に突然生まれる愛、ネレオの背信と絶望。ポスターの私は1人２役で左右に分かれて能面
を参考にした表情を試みました。
　愛に狂えば人は鬼になる―なんだか能楽の演目に出てきそうな。私はオペラと能楽を学ぶにつれ、双方のもの
狂いの世界には共通して「花」が咲いているということが分かりました。狂気に花が見えるからこそ、愛の深さと悲
壮感を表すことができるのではと。3幕の一調「葛藤の女王」では、鍾乳洞の宮殿に滴り落ちる水滴と葛藤の内な
る声を打ち出す大鼓が静寂の中での迷い舞を一段と引き立たせ、私に花の役割を演じさせてくれます。
　今回は私の代名詞となったヘッドドレスを身につけてデンジャラスな人魚の女王シレーナに生まれ変わります。
たった1日だけの再演にご期待ください。

女王Sirena・船乗りNereo役　Maria Seiren（Cantante Ambavoce）

　２幕に登場する長女オンダは静まった舞台にひとり現れ、アカペラで歌います。
物悲しい音色に、母を殺された人間への憎しみ、怒りがほとばしり、オーケストラが感情の高ぶりを表します。
初演で大変苦労した「もの狂い」の演技に人魚の「危険な美」も醸し出せと、またまた大きな課題を与えられ、
どう表現したら良いか真剣に悩みました。演出家の指導によりその心の感情を3幕では和の静止動作を取り
入れて、体全体で表現します。
　４連続公演という世界初公演が終わって、ほっとしていた6月。母が亡くなりました。5幕で歌う「Aria per 
la madre（母に捧げるアリア）」。オンダが亡き母を愛おしく思い、母を探し求め、母の幻像にすがる姿は、ま
さに私自身の今の心情と重なります。「もう一度あなたに抱かれたい。あなたの子供に戻りたい…」と母への思いを込めて歌います。
　今夜限りの『哀しみのシレーナ』、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。

長女Onda役　三重野 広美 （Soprano）

　3姉妹の人魚に与えられた今回のテーマは「デンジャラスビューティ」。初演では自由奔放で可愛らしいアズー
ラでしたが、今回は人魚族の血の定めで人間の男を戸惑いもなく殺してしまう狂暴性も見せます。シレーナの
ネレオへの恋心に戸惑い、溢れ出る妹への異常なまでの愛情が自らをシレーナとして錯乱していく「もの狂い」。
大きな舞台でアズーラの陰と陽の心の変化をいかにキュートでスリリングに表現できるか。男を引き寄せる人魚
の怪しい魅力の見せ方を歩き方、視線、表情、息づかい、体の先々まで追求しました。3幕の海底宮殿の静寂を
リビングスタチュー、凶暴性を「にらみ、見得」、5幕のアズーラのアリア「Dell’amor l’alchimia（恋の魔力）」

では能面をヒントにするなど、アズーラが徐々に壊れていく様を、和のエッセンスを取り入れたヘアメイクや衣装の力を借りながら演
じます。アズーラはその後どうなったのだろうと考えながら、ご覧ください。

次女Azzurra役　坂本 江美（Soprano）

本日は「哀しみのシレーナ」にご来場頂き、誠にありがとうございました。
今回の公演では、新たな試みとして、2月で初演されたものに合唱が追加されました。合唱団は、本公演のため
に一般公募で募集された「マリアセレン混声合唱団」になります。マリアセレン混声合唱団のモットーは、「情
熱」です。この作品に新たな息吹を吹き込むべく、3ヶ月間、10数回にわたる稽古で、歌うこと、表現することの
鍛練を行ってまいりました。様々な業種の参加者が、舞台を成功させるという目標のもと、一丸となって頑張っ
てまいりました。必ずや、客席に我々の「情熱」が届き、初演を上回る感動をお届けできることを確信しておりま
す。合唱が加わった、新しい「哀しみのシレーナ」をどうぞお楽しみくださいませ。

合唱指揮　志田雄啓

　世界初演からわずか8ヶ月での再演となったことはこの作品が、いかにその興奮と反響が大きかったことを
物語る。
音楽として見るこの楽曲は、情景の表現力の豊かさや、その美しいメロディーラインゆえに、一見、誰にでも親
しみやすく、難解に思われがちなオペラを実に身近なものにし感じさせてくれているが、そのスコアを紐解い
て見ると、実はとても複雑で奥が深い。
　「楽しそう」、「悲しそう」と単純な表現ではない、喜怒哀楽、全ての感情が同時に入り混じる物語の感情を、
そのスコアに描かれる無数の音符と記号により実に緻密に表現されている。
　今回、オーケストラは大幅に増え、新たに合唱も加わる大編成となった。ただ増えれば良いという訳ではないが人数は重要だ。人は
たった一人増えるだけで、そこに多大なエネルギーを発生させる。スケールアップされた前回をはるかに超える音の響き、そしてより
リアルなパラレルワールドの世界をぜひ期待していただきたい。

指揮　奥村 伸樹

慶応義塾大学法学部卒　博報堂を経て、メッセージングテクノロジー（株）代表取締役　（社）グローバルアーティスト支援機構理事長　地域振興及び文化イベント等の演出・総合プロデューサー

東京藝術大学卒。博士号取得。第７４回日本音楽コンクール声楽部門（オペラ）第１位。平成２０年度五島記念文化賞オペラ新人賞受賞。Profile

早稲田大学在学中からバンド活動を始める。バンド活動のかたわら音楽誌への記事の執筆、コマーシャル、CD、アニメ、ゲーム音楽等の作曲、編曲、演奏で
幅広く活躍。 クラシック系からアイドル系に至るまで、幅広く柔軟な音楽性には定評がある。 

パラレルワールド「哀しみ のシレーナ」へようこそ

Profile

Profile

公演に向けて

　「哀しみのシレーナ～禁断の恋～」は、ギリシャ神話「オデュッセイア」に登場する大海の歌姫セイレーンを主人公の題材に

したもので、コンサート形式のイタリア語オペラとして３年をかけて2016年に完成し2017年2月ヤクルトホールで世界初公

演されました。この作品は、作・演出 植村文明、作曲 武井浩之のコンビの処女作で、マリアセレンは作詞にも携わりました。新

宿文化センター大ホールで再演となる今回は、総勢100人を超えるオーケストラと合唱団にスケールアップされています。

　この南イタリアと地中海を舞台にした人間と人魚の愛憎の物語は全編イタリア語ですが、幕前に案内役の老船乗りと3人

の子役が日本語寸劇で登場し、日本語のナレーションと字幕映像と共にストーリー展開をわかりやすくしています。また、和

風なアクセントを取り入れた衣装や、ピアノ（シレーナ）とヴァイオリン（ネレオ）の激しく哀しい狂騒曲、オペラでは見られない

アリア3連発演出など、出演者も演奏者も全員が引き立つポイントを各幕に設定して飽きさせない工夫がされています。

　主役から脇役まで全員が狂うという圧巻の最期。

　男と女、正と邪、過去と未来を行き交うマリアセレンのパラレルワールドをお楽しみ下さい。



In sirenzioso la notte di luna, si sente la voce fascinosa di Sirena speleo nel mare.
Cerca un marinario come preda per vendicare la sua madre chi viene ammazzata un’umano, 
con odio puntiglioso senza interruzione.
Un marinario chi lo chiamano Nereo, succedette al padre nel desiderio ultimo.
Preparando per levare l’ancora trionfante in quartire portuale animato.
Nereo ha deciso di vendicare il suo padre alla sirena chi sia rapitorice ai marinari con la voce 
fascinosa, trascina al fondo nel mare, disanima. 
Nereo canta la musica d’esca, prova a richiamare Sirena.
Ma la voce magica di Sirena si trascina Nereo.
Ma Sirena ha fatto amore a prima vista con Nereo che abbia la vice bella, si incantano 
d’amore.
Si finisce l’aria di Nereo decida nel mondo d’amore di Sirena...così, per sempre..

Primo atto ”Il fatale incontontro”

Il pelo del mare sirenzioso splende il chiaro di luna nell’oscurità di notte.
Guardarlo in basso la finestra di cella di banchina.
Sirena pregionata sta in carcere, perchè è preso in trappola di marinari cattivi.
È pietosa con dolore...
Nereo non ha dato la mano a Sirena... Lei ha avuto il risentimento e il doloroso con lui, ma 
aumentando ancora sentimento d’amore eternamente, e guarda la speranza debole.
Onda e Azzurra decidono di salvare la vita a Sirena.
Due rivendicantrici cantano il compianto con affetto a sorella.
Una notte tempestosa, avvicinano tante sirena per aiutare Sirena.
La pulsazione di Sirena aspettando la liberazione palpitante, il battuto di distruggere il 
carcere. 
Capitano tanta resistenza d’umano, tornano al palazzo dei fondali marini prendendo sulla 
schiena di balena.

Secondo atto “La regina prigioniera”

Sirena avrebbe restituito al palazzo dei fondali marini, continua a 
cantare il canzone fascinoso ai marinari come prima.
Nonostante si illudeva dal’umano non rinuncià Sirena, e la ammoniscono le sorelle.
Sirena si smarrisca da sola, danza da sola in discordia mentre innamorato e odio.
Continua a cantare dal fondale marino al cielo per portata di Nereo sarebbe l’altra parte 
orizzonte lontano.
Aumenta sentimento affettuoso per Nereo.
Le sorelle non perdonano a Sirena decizamente.
Si senterà la voce ricordata che canta Nereo dall’altra parte orizzonte...?
Nasce la speranza di rivederlo.

Terzo atto “I giorni del desio d’amore”

Nereo diventa alcolismo in quartiere portuale vecchio, è tormentato da dolersi perchè non ci 
era da scegliere tranne abbandonare Sirena.
Canta l’angoscia del cuore che voglia danzare ancora d’amore come altro mondo con Sirena, 
per farsi perdonarlo. 
Arriva l’occasione fatidico a Nereo per levare l’ancora improvvisamente.
Si è agitato il cuore suo.
Rivederemo, ci rivederemo! Parte da Sirena con entusiasmo per vederla.
La voce adorabile come permeare nella sua pelle, indietro del mare.
La mia voce raggiungarlo, vorrei rivederlo, assoltamente!
Ma le sorelle impediscono cantare.
L’amore irrealizzabile, incrociarsi le voci loro...
La nave di Nereo è sparito al’orizzonte con la sua grida dolorosa, mentre passando sulla testa 
di Sirena... 

Quarto atto “Il filo spezzato”

Si sono stracciati Sirena e Nereo, si è ammalata di frustrazione impazzata.
Non ha più il prestigio di regina Sirena come prima.
La notte di luna serena cantavano le tre sorelle siano stati in buoni rapporti.
Onda sia scioccata da Sirena cambiata completamente, è chiusa e si è nascosta il cuore alla 
memoria della madre avesse pesante responsabilità.
Azzura si è innamorata di Nereo invece di Sirena.
Comincia a cantare il canzone d’amore a Nereo, non si sa la perfidia, vagola nel mare della 
notte di luna.
È finito il rincontro con Sirena sia stata l’allucinazione, si è ammalato di pentimento e 
innamorato.
Ha l’immaginazione di avvicinare sempre con Sirena, grida alla follia per la notte di luna 
gelida.
Amore proibito con Nereo e Sirena, si è impazzito tutto...

Quinto atto “Epigramma in una note di luna”

Il motivo è la sirena nel oceano della mitologia greca che fascinebbe ai marinari, ha esprimuto 
dinamicamente la lotta per l’esistenza con umano e sirena di continuo, e il rapporto di 
amore-odio che nasca dal’amore proibito mentre tenendo il morte di 
genitiore, il legame con la famigliarità per proteggere, il sentimento 
dall’innamorata passando pentimento a impazzita.
Divertitevi prego in mondo parallelo che faccia doppio ruolo 
Maria Seiren, la cantante ambavoce.

Questo amore, impazziscono tutti

 “Tristezza di Sirena~Amore Proibito~”

Abbiamo soggettato la principessa del mare “Seiren” che apparisca nella mitologia greca 

“Odyssea”.
È completato nel 2016, ma per completare come nuova opera italiana forma concerto, ci 

volevano tre anni, è stata la prima performance a Yakult Hall nel febbraio 2017.

Questo opera è primo lavoro tra Fumiaki Uemura(Autore e Regista) e Hiroyuki Takei

(Composittore), anche Maria Seiren partecipa per scrivere testi.

Seconda volta che facciamo a Shinjuku Culture Center, diventa grande perfomance perché 

tutto esecutore d’orchestra e coro sono più di 100 persone.

Questa storia di odio di amore di un uomo e una sirena ambientata nel Sud italia e nel 

Mediterraneo è scritto in italiano, ma per capire ai tutti giapponesi, prima di cominciare 

ogno atto, guidono la storia in giapponese un marinario invecchiato, tre ragazze, e un 

narratore, anche la parte principale con sottotitoli in giappoese.

Poi il costume accettato di gusto giapponese, la rapsodia tristezza e violenta di Pianoforte

(Sirena) e Violino(Nereo), tre arie contiuate che non esiste mai tranne questo opera, 

abbiamo progettato qualche punto principale per gli attori e esecutori per ogni atto, così 

non potete avere il tempo noioso.

Alla fine impazziscono tutti attori…

Donna e uomo, giustizia e empio, divertitevi prego in mondo parallelo di Maria Seiren 

passando tra passato e futuro.



見どこ
ろ ・ 美しく、もの哀しいアリア

・ ピアノとヴァイオリンの狂騒演奏（第4幕）

・ 出演者のファッション

・ 老船乗りと子供たちとの掛け合い

・ オーケストラと合唱団の迫力

・ ３者３様の「もの狂い」（第5幕）

・ マリアセレンの男女両声の使い分け

・ マリアセレンの1人2役の早変わり

・ マリアセレンの1人舞（第3幕）

終演後に、皆さんでお茶を飲み
ながら、謎解きでお楽しみくださ

い。

（この物語は謎に包まれたまま
である・・・）

なぜ序曲があるの？

1 2 3 4

5 6 7 8

老船乗りと子役が

登場する港町は

イタリアのどこ？

そもそも人魚が悪い？

人間が悪い？どっち？

本作品で使われる

白百合・黒百合は何の
象徴？

第1幕女王シレーナの

王冠は何をイメージ

したもの？

3姉妹とネレオの
血液型は

それぞれ何型？

第3幕のシレーナの舞は、

右と左で意味が違う？

オンダに性格が

似ている人いる？

あなたがシレーナ

だったら、アズーラを

許せる？許せない？

第5幕で一番美しく

狂っていたのは誰？

シレーナは人魚？

クジラ？それとも・・・？

ネレオの初恋の

女性の行方は？

老船乗りの正体は？
子役の三女だけ

白百合をぽいと

投げ入れた訳は？

老船乗りと子役の

最後のポーズはどんな

意味があるの？

9 10 11

13 14 15

12

３０代の既婚で子供2人の船乗り。父は5年前に

人魚に食われた船長。母は父の死後に後を追

うように病死。父の遺志を継ぎ、オペラ歌手の

道を捨て仇討ちのために船乗りに。初恋の恋人

は歌の上手な美女。今の妻とは親友で実はネレ

オと三角関係となり、妻との間で恋破れて、失

意のあまり岸壁から海に身を投げて行方不明。

その彼女に父を食い殺した憎い人魚シレーナ

がそっくりだった。宿敵と運命の出会いを果たし

たが妻ある身を捨てシレーナとの禁断の恋に陥

ち、無残に引き裂かれた挙句、ついに正気を

失っていく。

年齢不詳。人魚族王国ジポン（zipon）の第3王

女から女王に。出生は謎(クジラ族との混血の

噂あり)。王国一の歌声を持ち、長女Ondaに言

われるまま無心で船乗り達を海に誘い込み、生

気を吸って、多くの命を絶ってきた。王国では、

一番多く人間を殺した者が女王となる掟。やが

て、ネレオと禁断の恋に陥ち、復讐心と恋慕と

相反する葛藤の中で徐々に姉達から離反し自

己解放していくが、ネレオと強制的に引き離さ

れて、半狂乱になって朽ちていく。

年齢不詳。人魚族王国ジポン

の第1王女。女王であった母は

人間に射殺された。長女とし

て、王国を守り、王家の柱で

あった。

非常に保守的な思考で、人間

に非情なまでの復讐心を抱い

ている。最後は、シレーナの復

讐の鬼と化す。

年齢不詳。人魚族王国ジポン

の第２王女。自由奔放で、能天

気な性格だが、依存度が高く、

長女Ondaの言いなりで育つ。

歳の離れた三女シレーナの面

倒をよく見てきたシレーナの一

番の理解者。しかし、一番愛情

に飢えていて、ネレオに横恋慕

し、自分がシレーナだと思い込

み錯乱してしまう。

ネレオとシレーナの数奇な物

語を子供たちに語り継ぐ謎の

老船乗り。昔は、世界中を大航

海して、海の魔物たちと戦って

きたらしいが、いったい何者か

は誰も知らない。ただ、満月の

夜になると、寂しそうに海を眺

めているとか。

登場人物

第1王女（長姉）
オンダ（Onda）

第２王女（次姉）
アズーラ（Azzurra）

謎の語り部
老船乗り

女王シレーナ（Sirena）船乗りネレオ（Nereo)

『哀しみのシレーナ～禁断の恋～』

謎解きクイズ 15問



序　曲

第2幕「　　　　　   」

 休   憩 

あ ら す じ

第3幕「　　　　　 」

第4 幕「　　　　  」

第5幕「　　　　  」

第3幕序   曲

第4幕第1 幕

第5幕第2幕

序曲は全5幕の内容を凝縮したようなダイジェスト版になっています。南イタリアの明るい活気のある

港町をイメージするような輝かしい響きで幕を開け、船乗りたちが闊歩する楽しいフレーズに続き、次

第に海底の怪しげな場面へと転換します。第1幕に登場するシレーナのメロディーを挟みピアノとヴァ

イオリンで愛を語る場面を経て、その後、広大な海を舞台に繰り広げられる物語を暗示するコーダで盛

り上がり第1幕へと繋がります。

「　　　　　　 」第1幕
月夜の静寂の中で、深海に棲むという人魚シレーナの誘惑の歌声が聞こえてきます。

人間に殺された母の恨みを晴らそうと、途切れることのない憎悪の念を抱きながら、

今日も獲物の船乗りを探しています。父の遺志を継いで、船乗りになったネレオ。にぎ

やかな港町で、意気揚々と船出の準備をしています。船乗りを魅惑の歌声で惑わし、

大海の底に引きずり込み、その生気を吸うという人魚に父を奪われ、仇討ちを決意し

たネレオ。オトリの歌を歌い、シレーナをおびき出そうとします。ネレオは、シレーナの

怪しい魔法の歌声に引きずり込まれてしまいます。しかし、シレーナは、その美しい歌

声のネレオを見て、一目ぼれし、二人は魔法にかかったように求愛乱舞をします。この

まま永遠に、シレーナの愛の世界で生きようと決意したネレオの独唱で終わります。

夜闇の月光に光る静かな海面。それを見下ろす岸壁の牢獄の窓。悪い船乗りたちの罠にはまり「生け捕り」

にされ、牢獄生活を孤島で送るシレーナ。悲嘆にくれた痛々しい姿のシレーナ。助けてくれなかったネレオへ

の恨みと切れない情の中で、いつまでもネレオに思いを募らせ、かすかな希望を感じさせるシレーナの瞳。

シレーナ救出を決意するオンダとアズーラ。妹を想い、母の復讐に燃える二人の嘆きを切々と歌い上げま

す。嵐の夜、女王シレーナを救おうと人魚の大群が押し寄せて来ます。心ときめき、解放を待つシレーナの

鼓動と牢獄を打ち壊す激しい打音。人間たちの抵抗にあいながら、命からがらクジラの背に乗って、海底宮

殿に帰っていきます。

海底の居城に戻されたシレーナは、以前と同じように、船乗りたちを惑わす歌を歌い続けます。人間にだま

されたにも拘わらず、いまだ諦めのつかないシレーナを戒める姉たち。恋慕と恨みの相克した葛藤の中迷

い、暗い洞窟の中で一人舞うシレーナ。シレーナは、遠い水平線の向こう側にいるに違いないネレオの元へ

届けと言わんばかりに歌い続けます。ネレオへの未練は募るばかりです。でも、姉達は絶対に許しません。水

平線の彼方から、シレーナの歌声に反応するかのように、懐かしいネレオの歌声が、かすかに聞こえてきた

ような。また会えるのではないかという希望が湧いてきます。

シレーナを見捨てざるを得ない結果に終わり、後悔の念に苛まれ、古びた港町で酒浸

りになるネレオ。シレーナに会って許しを請いたい、もう一度あの別世界のような愛の

舞を二人で舞いたいと切望する心の苦悶を歌いあげます。突然、ネレオに運命の船

出のチャンスが到来します。沸き立つ胸の中。また会える、きっと会えると意気込んで

出航します。海のかなたで、シレーナの肌をかすめるあの愛しいネレオの歌声。ああ、

どうしても、もう一度会いたい、届け私の声。しかし、ネレオへの歌を姉達に妨害され

てしまいます。叶うことがない恋、すれ違う二人の歌声。船は無情にも、シレーナの頭

上を通過して、ネレオの絶叫とも思える悲痛な叫び声とともに、水平線に消えて行っ

たのでした。

ネレオと引き離されたシレーナは、失意のあまり気が狂ってしまい、病床に伏せてしまいます。女王シレーナ

は、もうかつての威光を失っていました。毎日姉妹3人で仲良く歌っていた晴れた月夜。変わり果てたシレー

ナの姿にショックを受けた長女オンダは、重責と寂しさのあまり、亡き母への追慕に逃げて、心を閉じてしま

います。次女アズーラは、自分がシレーナの代わりにとネレオへの一方的な恋心を増長させてしまいます。

純真さのあまり、シレーナへの背信とは気づかず、ネレオへ愛の告白を歌い始め、月夜の海をさまよい始め

ます。シレーナとの再会は幻に終わってしまい、後悔と恋慕の念で、すっかり心を病んでしまったネレオ。い

つもシレーナがそばにいるという幻覚に身を焦がし、冷たい月夜に発狂してしまいます。ネレオとシレーナの

禁断の恋は、すべてを狂わせてしまったのです。



教　授　古御堂  誠子
准教授　柴 田  早苗
准教授　梶 田  貴子
准教授　根 本  賀奈子
　　　　　　　　　　　　

国際ファッション研究室

オーケストラ

石原  紀恵
井上  弘子
浜田  麗子
若松  珠絵
岡  　まゆみ
津戸  和美
小野寺  美紀
大貫  世理子
蓮沼  三恵子
高田  恵子
塚本  麻希子
宮野  ゆう子
宮野  麻梨
菅野  木聖

◆ソプラノ

新垣  広栄
芝原  純子
豊田  美和
塚本  きみ子
小濱  由紀子
本庄  としえ
小山田  理佐
本多  裕子
飯干  由香
今若  惠里子
小林  優子
小西  みさき
加藤  愛
鈴木  由香
泉関  洋子

横山  惠美
松丸  今或
大島  つかさ
濱崎  剛
岡田  真幸
船生  佳孝
戸田  昭紀
大庭  雅仁
杉原  神威
藤原  寛武
坪内  清
廣瀬  泰文
山口  知顕
菅原  英基
上村  武夫
徐  　昇烈

合唱団

助教　横山  寿美
助教　村上  剛規
助教　米田  紀子
助教　三品  和之

助教　加藤  淳之介
助手　小川  麻衣
助手　岡村  英子

現代文化学部　国際ファッション文化学科３年

◆シレーナチーム ◆ネレオチーム

山田  有梨江
米山  真梨子
小高  愛奈

◆オンダチーム

林  　夏菜　　　　　　　　
平野  萌香　
高橋  茉希

◆アズーラチーム

◆第１ヴァイオリン 富山  宏基
片山  瑠央
小林  里美
坪井  侑希子
武市  真奈
金  　賢珠

◆ファゴット 烏原  那奈

◆トロンボーン 阿部  史也
荻野  杏菜
西方  舞

◆ティンパニ 伊藤  諭

◆パーカッション 重本  遼大郎

◆ ピアノ 菊地  沙織

◆ パイプオルガン 梅田  陽子

◆トランペット 桑田  和典
中島  悠那

◆ホルン 須藤  彩華
岡林  絵美

◆コントラバス 吉永  麻也乃
古川  南々子

◆ フルート/ピッコロ 安藤  与夢
佐治  拓見

◆オーボエ 山根  優季

◆クラリネット 千葉  友希

◆チェロ 片山  海
小林  颯希
安藤  葉月

◆第2ヴァイオリン 久保田  綾香
出井  麻莉子
宮崎  麻衣
竹内  裕紀
岡倉  花

◆ヴィオラ 菅野  千怜
渡邉  栞
小川  里佳
照沼  響

◆アルト ◆テノール ◆バス

松本  怜己
高橋  里奈
瀧端  奈津美
四戸  美和
瀬下  加奈
李　  　潔

矢野 千栄子
道丹 洋子
柾谷  広美
増島  千佳
木内 さゆり
佐伯 日登美
許 　信熙
海野 南美
木下 紀子
小山 智恵
松本 恵美
　橋 景子
永留 五月
里 まり
山本 邦江

宮家  珠代
中島  美穂子
戸田  絵麻
櫻田  美保子
山本  彩栄子
　橋  直美
橋川  雪葉
伯耆  緑
三科  由利子
石黒  奏子
萩原  雅子
手塚  敏子

藤崎  成吾
濱田  好信
　橋  和廣
高森  重之
宮島  佳範
吉岡  太郎
横内  寛

前田  直見
山　   仁実
佐藤  愛

男性と女性の声を歌い分ける性を超えた謎の両声ヴォー
カリスト（cantante ambavoce）。コシノジュンコ氏の
ファッションショー、東京藝術大学、企業・団体のイベント
等に多数出演。喜多流能楽師粟谷明生氏に師事。現在
YouTubeの再生回数は合計1,000万回を突破。2017年
2月「哀しみのシレーナ」4連続公演でオペラデビューし、
大成功をおさめる。

女王（三女） Sirena　
船乗り Nereo
Maria Seiren
（cantante ambavoce）

洗足学園音楽大学声楽科卒業。２０
００年にチェコのバドワイザーの第
１０回エミーデスティン国際声楽コ
ンクールで第３位受賞。２００８年、
メルビッシュ湖上オペレッタフェス
ティバルに出演。二期会会員。

俳優・声優・ナレーター。1974
年TBS「ウルトラマンレオ」主
演：おおとりゲンでデビュー。テ
レビドラマ「相棒９」「相棒１４」
「キッズウォー」「破れ傘刀舟」、
映画「大怪獣モノ」(2016）な
ど多数出演、文化庁「学校への
芸術家派遣事業」協力芸術家。

これまで、ヨーロッパ
諸国、10カ国以上に

わたり様々なオーケストラや合唱と共
演する。また、イベント、テレビ、CM、映画
等、数々のオーケストラをプロデュース。
クラシックからポップスまで各界の著名
アーティストやグループと多数共演する。

指　揮
マリアセレンオーケストラ

奥村 伸樹
国立音楽大学音楽学部
器楽学科卒業。ソロヴァ

イオリニスト、ソロコンサートマスターとして
多くのコンサートに参加する他、May J.、倖
田來未、桑田佳祐、B’z等の各アーティストの
TV、PVやライブに出演。モデルとしても
ランウェイデビューする。現代クラシカルポッ
プトリオ、「JOY-S」を結成。

ヴァイオリン
富山 宏基

武蔵野音楽大学大学院
修了。パリ・エコール・ノ

ルマル音楽院最高学年演奏家課程修了。オル
セー市ラ・ヴァル・シュヴルーズ音楽院最優秀
課程ペルフェクションヌモン・コースを首席で
修了。2006年全日本マスターズ・ピアノ・コン
クール奨励賞受賞。海外オーケストラとの共演
をはじめ、多数のコンサートに出演する。

ピアノ
菊地 沙織

長女 Onda
三重野  広美
（soprano）

国立音楽大学声楽科卒業。二期会
オペラスタジオ第38期マスター
クラス修了、修了時に優秀賞受賞。
数多くのオペラでヒロイン役を演じ、
ニューヨーク・カーネギーホールに
おいてもソリストとして出演。二期会
会員。

次女 Azzurra
坂本 江美
（soprano）

老船乗り
真夏 竜

劇団ひまわり所属。主な出演
作にTV「花子とアン」、「ワ
ラッチャオ!」、「刑事７人」、
「好きな人がいること」、モデ
ル「プリバラ公式ファンブッ
ク」、舞台「逆転裁判～さらば、
逆転～」、「ワンサくん」他多数
出演。

港街の子供
長女
髙野 友那

劇団ひまわり所属。主な出演
作にTV「めちゃ×2イケて
る」、声「チクタク・タウン」、
「MUPPET MOMENT」、
CM「横浜・八景島シーパラダ
イス」、「東芝科学未来館」他
多数出演。

港街の子供
次女
小川  陽万里

劇団ひまわり所属。主な出演
作にT V「直接 L I V Eグッ
ディ!」、CM「シャープ空気清
浄器」、モデル「ＭＩＫＩＨＯＵ
ＳＥ」、映画「追憶」など他多
数出演。「哀しみのシレーナ」
2017年2月公演で舞台初
デビュー。

港街の子供
三女
南部 ひかり

作 ・ 演出
作　　詞
作　　曲
訳　　詞
演　　奏
合　　唱
一調監修
大　　鼓
コレペティトル
合唱指揮
合唱指導
オペラ発音指導
イタリア語指導
映像ディレクター
ヘア＆メイク

植村 文明
Maria Seiren　植村 文明
武井 浩之
Francesca Donati
マリアセレンオーケストラ
マリアセレン混声合唱団
シテ方喜多流能楽師　粟谷 明生
大鼓方高安流　佃 良太郎
経種 美和子
志田 雄啓
志田 雄二
Francesca Miscio
柴田 真理
木戸 通泰
山田 夏央美   品川 美紀   岩佐 麻子

所作指導
ナレーション
衣装協力

デザイン＆イラスト
フラワーアート
照 明 監 督
照明・映像
音響監督
音　　 響
記 録 映 像
記 録 写 真 　
グラフィック　 　
企画・制作

西川 鯉粧
兎本 有紀
文化学園大学現代文化学部
国際ファッション文化学科
青山 タルト
中島 有理子
柳瀬 敏実

（株）東京舞台照明
藤岡 正博

（有）戸田音響サービス
（株）ピー・エー・エル
宮崎 楓

（有）アドスタッフ
メッセージングテクノロジー（株）
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