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第 14 回講義（文化）                            2018 年 9 月 22 日 

スローライフの南イタリアの底力 
                    レジーナイーリス主宰      玉川喜代江 

                     テノール歌手       三浦幸未知マリオ 

                                    ピアニスト           土屋 麻美 

 

☆プロローグ 
                         ■「何々したい！」みなさんを応援 

南イタリアからやってきましたレジーナイーリスの玉川喜代江です。レジーナイーリスというのは屋

号のようなもので、玉川商店と思っていただければいいと思います。今日はテノール歌手の       

三浦幸未知マリオさんとピアニストの土屋麻美さんとの３人で「南イタリアの元気」をお伝えできれば

いいかなと思っています。タイトルは堅いですが、私の生活体験から得たお話をしますので参考にして

ください。 

 イタリアには 1980 年に渡り、以来 38 年間、日本とイタリアを行ったり来たりしてきました。そして

イタリア人に日本語、日本人にイタリア語を教え、イタリアに留学したい人など「何々したい」と思っ

ているみなさんを応援しています。三浦さんとはイタリアが大好きということで意気投合し、イタリア

でもコンサートをやっていただいたりしています。 

 

 （三浦さんの話）日本に住み 50 歳で亡くなったカテリーナというイタリア人女性を通じて玉川さん

と知り合いました。彼女を偲ぶ会でカンツォーネを歌ったところ、玉川さんが若いころにカンツォーネ

の研究をするためにイタリアに渡ったという話を聞いたのがきっかけです。今年の 6 月にはローマの中

心街の教会でソロコンサートを行いました。10 月にもローマで芸術家が集まるコンサートに出演する

予定です。 

 

１、南イタリアの魅力 
                      ■南イタリアの魅力は地中海性気候に尽きる 

まず南イタリアの魅力についてお話ししますが、私が話すことがすべてではありません。イタリアが

象だとしたら私はしっぽの先を触っているに過ぎないかもしれないからです。みなさんはイタリアにつ

いてどんなイメージをお持ちでしょうか。イタリアは長靴の形をした国で、シチリアをサッカーのボー

ルに例えるなら、それを蹴ったらサルディーニャ島に行っちゃったみたいな感覚で考えていただければ

いいと思います。 

 イタリアの各都市にはそれぞれの色があります。屋根の色も街の色もまったく違います。日本のよう

に広告の看板がないのでとても美しい国に見えます。1861 年にイタリア統一がなされましたが、それま

でには地方国家がたくさんあって、争いをしては領土を広げていました。日本が歩んできた歴史とも似

ていますね。南イタリアが一番栄えたのは 13 世紀にナポリ王国が存在した時からでした。ナポリの西

のほうにガエータというところがあります。かつて NATO があったところですね。その東にペスカー

ラという街がありますが、そのあたりから南がナポリ王国だったのです。私はいまローマとナポリの中

間に位置するカッシーノという街に住んでいますが、ここもナポリ王国の支配下でした。 

私が感じる南イタリアの魅力は地中海性気候に尽きます。緯度はローマと札幌が同じくらいで、ナポ

リは東北のどこかの町という感じでしょうか。地中海性気候というのは、夏は日差しがうんと強いのに

カラッとしていて、木の下にいるとさわやかな風を感じます。こうした気候はリゾート地に向いている

ばかりか、オリーブやブドウの栽培にも適しています。 

アルプスからイタリアに入ってくると、大きな商業都市のミラノ、工業都市のトリノ。もう少し南下

するとイタリア映画「苦い米」の舞台となったポー川流域の水田地帯があります。イタリアの食糧庫で

すね。日本から持って行ったササニシキがイタニシキという名前になったりしています。このあたりが

一番湿り気のあるところでしょうか。ジェノバ、スペツィアなど大きな造船所や港のある町も北に集中

しています。北東にはおなじみのヴェネツィアですね。 

北の人たちは「ローマはもうアフリカだ、田舎だ」と言うんです。そして北こそがイタリアの経済を



 

2 

 

支えていると。でも南の人たちに言わせれば「ぼくたちが出稼ぎで働きに行ってあげているから経済が

成り立っているんだ」となるのです。 

■出身地への強いこだわり 

イタリア人に「どこの出身ですか」と尋ねると聞いたこともない

「どこどこだ」と言うんです。分からないのでよく聞くと、ローマ

の郊外の小さな町の名前だったりします。みなさんがイタリア人に

出身地を聞かれた時、「佐倉市です」と言っても分かってもらえない

から「東京です」って言ったほうが早いと思うことなんてありませ

んか。でもイタリア人は自分の町に結構こだわります。私の元夫は

ローマの出身ですが、ローマ人というだけでものすごいプライドを

持っていて、母親と同じ病院で生まれたことにも誇りを持っていま

した。もっとも純粋なローマ人というのは 7 世代に渡ってローマで

生まれていないと認められないらしいですが。 

イタリアは本土の 18 州にサルディーニャ島とシチリア島の各 1

州を加えた 20 州で成っています。州ごとにきちんと名産品があり、

パンだけをとっても 385 種類もあるそうですよ。南では塩を入れた

パンが焼かれます。汗をかくから塩分を補給するためですね。ラツ

ィオ州ローマ県ローマ市を南下すると私の住んでいるフロシノー

ネ県カッシーノ市に近づいてきます。このあたりを南下するころか

ら太陽の輝きがまったく違ってきます。そして「ああ、やっと南の

ほうに入ってきたなあ」と実感するのです。ここでマリオさんに 1 曲歌っていただきましょう。ピアノ

伴奏は土屋さんです。 

 

（三浦さんの歌） オー、ソーレ、ミオ 

 

２、南イタリアが抱えている問題 

                              ■諸問題は貧困から生まれた 

南イタリアを車で移動すると土地がどんどん荒れていくのが分かります。南イタリアは大昔から退役

兵など無産階級の人たちを連れてきて入植させたと歴史があります。岩山も多くてできるものが決まっ

ています。例えばオレンジやトマトなんですが、これらを摘み取る仕事を学校に行かなければならない

子どもたちも使ってやっているような状態があるんです。無学文盲率も南北では格差があります。その

点、日本というのは本当にすごい国だということが外に

いるととても感じます。中学までは必ず出る努力をさせ

てくれる国ですから。映画の「ゴットファーザー」にも

出てきましたけど、南にはちょっと怖い話もあります。

これには大昔から続いている貧困ということがネック

になっていると思います。庶民たちはこれに対して警戒

しながらうまく生きている感じです。 

 ナポリを通過すると長靴のつま先からシチリアに向

かう道と、踵に続く道があります。踵のほうはプーリア

州で、ここにはアルベルベッロ、マテーラといった見ど

ころが多く旅行が盛んになっています。また織田裕二さ

んが出演した「アマルフィ」という映画の影響もあり、

アマルフィ、ポジターノ、ソレント、カプリ島のあたりは観光のメッカになりつつあります。アマルフ

ィからは会計方式を発明した人が出ていますね。このあたりは私も何度もお客さまを案内しましたが、

いつ行っても感動が残るところです。シチリアにはイギリス人のおじいさんが多く住んでいて、口をそ

ろえて「この島は人間を原点に戻させてくれる島だ」と言います。水をどこかに汲みにいかなければな

らないといった不便さが、かえって魅力になっているのかもしれませんね。なぜ南イタリアがいいのか

人気絶頂のアマルフィ海岸の絶景 

 

夕焼けに染まるベスビオ山とナポリ湾 
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を改めて考えてみますと、私は生まれた沼津市に風景が似ていることにも惹かれたのかもしれません。

かたやベスビオ山とナポリ湾、かたや駿河湾と富士山というわけですね。 

 ローマからブリンディシに続く全長 700 キロのアッピア街道というのがあります。アッピウス・クラ

ウディウスが作ったもので「街道の女王」と呼ばれています。作る時には地面を 6 メートルほど掘り、

がれきや小石や砂を何層も積み重ね、一番上に敷石を敷きます。馬車が通れる道がないと文明は栄えま

せん。古代ローマの優れた政策というものが道を通るだけでも分かります。土踏まずのところにターラ

ントという港のある街があります。ここにはかつて新日鉄や味の素の工場がありましたが、最近、若い

人たちが IT 企業の工場を誘致する動きがあるそうです。 

                      ■「おらが村」を尊重するカンパニリズモ 

イタリアではカンパニリズモと言われるものが存在します。教会の鐘のことをカンパーナと言うんで

すが、この鐘が聞こえる範囲の人たちだけが「おらが村」の人という考え方で、南に行くほど残ってい

ます。なので中央と一緒に街をいい方向に変えていくということがなかなか難しいのです。南の知的階

級の親御さんは子供たちを「南にいてもしょうがない」としてナポリ以北に出して勉強をさせます。で

も大学を出た子どもたちは帰ってきて町のために一役買ってくれるわけではなく、いい条件のところに

行ってしまいます。南では働き手が減って高齢者が増えており、どのようにして町や村をやっていこう

かと頭を痛めています。 

                            ■日本国に守られている日本人 

以前、お店を何代もやってきた方のところに住みに行った時、翌日には町のみんなが私のことをいろ

いろと知っていて、とても暖かく迎え入れてくれました。この暖かさはどこから来ているんだろうと思

うのですが、やはり日本の外交のおかげですね。それは日本にいるとなかなか見えませんが、向こうに

いると見えてくるんです。ローマでバスを待っていた時のことですが、ギニア人だという黒人の女性が

にじり寄ってきて「あなたは日本人か？」と聞いてきたんです。「はいそうですよ」と答えると「日本よ

本当にありがとう」と涙をこぼすくらいの勢いで言うんです。「どうしたんですか？」と尋ねると「あな

たの国は私の国に井戸をたくさん掘ってくれました。本当に感謝しています」と。後で調べるとやはり

日本がギニアにたくさんの応援をしていることが分かりました。こうしたきっかけがあって調べてみよ

うという気持ちが起きない限り、「外交にいっぱいお金を使ってんだよな」くらいで終わっちゃうんで

すね。私たちは世界のどこで暮らしていても、日本国に見守られているんだなと深く感じました。人種

差別は確かにありますが、日本人は歓迎されていると思って間違いありません。 

 シチリアの南の小さな島に毎日のようにゴムボートに乗った難民が到着し、赤十字やボランティアが

手伝って受け入れています。今年は今月までに 10 万人を超えるそうです。上陸後は食べてもらい、寝

てもらって体調を整えた後、一人一人に面接して能力や特技を調べ、有能な人はそれぞれ適したところ

に振り分けます。そうでない人は街の掃除をやったり、街角に立って「お恵みを」とやっています。そ

の際、イタリア人は必ずと言っていいほど小銭をあげるんです。1 ユーロあったらパンとお水が買えま

すからね。 

                          ■楽しく平和に生きるための工夫も 

格差が生じてしまったのはどうしようもないんですが、それなりに工夫はされています。若者の就職

難という問題もありますが、いい就職先がない場合、彼らは地元に残っていろいろ工夫しながら仕事を

編み出します。例えば「僕は庭の木を切るのが上手だから行ってあげるよ」「買い物の手伝いをするよ」

「車の運転をするよ」などと近所の家と直談判したりします。そのようにして小銭を稼ぎ、あまり使わ

ないでしっかり取っておきます。イタリアのバールでコーヒーを飲んだ時、カウンターにチップの小銭

を置くと、バリスタはこぼれんばかりの笑顔を見せます。1 日でタバコ銭になるくらい貯まるんですか

ら。地元に住んでいる若者たちのほとんどはアパートを借りたりせず、実家に住んでお父さん、お母さ

ん、おじいさん、おばあさんと一緒に生活します。農業をやるには石灰岩質の土質がいいですから、荒

れ地でもオリーブやブドウはどんどん育ちます。そして自分の家で作ったワインでもてなすのを誇りに

しています。究極のスローライフということでしょうか。 

 

（三浦さんの歌） カタリー、カタリー 
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３、内在する個人主義 
                          ■子どもをしつける場所は家の中 

イタリアの子どもたちの日常というと、8 時 15 分くらいに家を出て登校し、午後 1 時まで学校に

います。小中学生の登下校には親、親戚、兄弟が警護のために付き添います。これはひところ誘拐事

件が頻発したためで、自分たちの命は自分たちで守らなきゃだめだという思いからですね。付き添い

の人たちは学校の門で待っている先生に「今朝からちょっと熱っぽいので気を付けてあげて」などと

伝えます。1 時になったら親、親戚、兄弟が迎えに行きますが、いつもと違う人、例えば離婚したお

父さんが迎えに行く時は前もって学校に連絡しておかないと絶対に渡しません。 

 しつけの場所は家の中で、キリスト教の教えがその基本になっています。子どもが外で間違ったこと

をするとよその大人が注意するのが普通です。子どもたちは素直に従い、親からは「よく言ってくれた」

と感謝されます。「余計なお世話だ。ほっといて」などとは決して言いません。 

 バスに乗ると子どもたちは基本的に座りませんが、もし座っていたとしても年配者、子どもを連れた

お母さん、乳母車を持っている人たちが乗ってくると瞬間的に席を譲ったり、乳母車を持ってあげたり

します。日本みたいに電車やバスの中で寝ていません。ボーッとしていたら泥棒されますから目をラン

ランとしていますね。レディーファーストの国ですので女性は居心地がよく、男性はナイトのような感

じです。例えばお姉ちゃんが新しいボーイフレンドとデートするとなると、弟が後ろからそっと護衛の

ようについて行くというクラシックなことがいまも行われているんですよ。 

 昼か夜には必ず家族一緒に食事をすることになっています。外に食事に行きたい時は前もって申告す

ればいいのですがドタキャンは許されません。テレビを見ながらとか仕事の話はご法度。面白くて楽し

い話を用意しておいて話さなければなりません。こういうところは見習いたいですね。日本には子ども

用の可愛いいナイフやフォークがあり、イタリア人のあこがれだそうですが、普段は子どもも大人のナ

イフとフォークを使っています。ここでデーンと構えてイニシアチブをとっているのがお母さん、そう

マンマですね。仕事の話はだめですが子どもに「きょうは学校でどんなことがあったの？」とは聞きま

すね。子どもはそれに細かく答えます。こうした習慣によって自分の考えをきちんと言えるように育っ

ていくのだと思います。そして親も子どもがどんな性格で、どんなことに向いているのか、どう物事を

考えているのかを知っていくわけです。 

                             ■イエス、ノーをはっきりと 

イタリアではイエスかノーかをすぐに言わなければなりません。「どう言ったらいいのかなあ」「こ

う言っちゃあ悪いし」などともたついていると「考えがしっかりしていない」と言われます。イエス

かノーかをはっきりさせたほうが、そのあとの話がスムーズにいくのです。例えばイタリア人の家庭

に食事を誘われてイエスと答えると、彼らはすぐにスケジュール表をみて「〇〇日に来る？」と言い

ますが、これが本当に招待したいと思っている表れです。イタリア人はお世辞は言わず、いいはいい、

悪いは悪いとはっきりしています。そういう資質を育てるために、学校はいつも宿題に作文を出し「思

ったことを書いてきなさい」と言います。先生はそれを見て褒めるんですね。イタリアの教育は褒め

ちぎりです。褒めて褒めて木に登らせたら奇跡が起きたということがいっぱいあるそうです。お母さ

んたちも子供を褒めちぎります。 

 激しい口調でよく口論もしますが、ケロッとして終わっちゃいます。決して後を引かず、恨まず、お

なかに何も残りません。私も段々そういう人間になってきました。イタリアではよく「4 つの目で話し

ましょう」と言います。1 対 1 でおなかを割って話そうという意味ですね。だから単純で付き合いやす

いとも言えますでしょ。イタリア人は社会に従わなければならない部分、つまり他人に関係する部分に

ついてはしっかりと従います。反面、自分自身にだけ関係する行為において独立は絶対的です。こうし

た個人主義の基本的なことが日常の中に脈々と生き続けているのです。 

                    ■アマーレ、マンジアーレ、カンターレが大切 

イタリアで暮らしているとアマーレ、マンジアーレ、カンターレの 3 つが大切なことなんだと分か

ってきます。アマーレは愛すること。特に家族愛ですね。マンジアーレは食べること。イタリア人は

よく食べる人は大歓迎です。元夫の母親にごちそうになった時は、山のような食事を見てびっくりし

ましたが、「これはもう食べるしかない」と腹をくくって一生懸命食べ、うちに帰ってから胃薬を飲み

ました。イタリア人にとって食べるはイコール生きる活力なんです。背景にはどこの国とも同じよう
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に戦後のひもじい思いがあるのでしょう。三浦さんもペルージャに留学されていたころ、同じような体

験をされたのでしたね。 

 

 （三浦さんの話）あのころのペルージャでは日本人と言えばサッカーの中田でした。ある時ピザを注

文したら直径 30 センチくらいのが出てきました。食べ終わると店員が「中田はすごい食べたんだよ」

と言いながら同じサイズの生地にヌテラというチョコレート風味のスプレッドを塗った甘いピザを出

してきましてね。ギャル曽根になった気分で必死で食べましたよ。おかげで、生地が厚い周りの部分を

切り取って内側だけを食べるというコツを学習しました。 

 

■スカウリ町に住むのが最終的な夢 

カンターレは歌うことです。イタリアでは学校で音楽と体育の時間がありませんので、親が音楽を家

庭教師につけて習わせるとか、サッカーチームに入れるとかします。歌うと言えばカンツォーネですが、

花嫁が 2 階の窓から首を出し、その下で花婿が「ぼくの嫁さんになってね」と歌う風習がまだ残ってい

ます。いま私はフロシノーネ県カッシーノ市に住んでいますが、ここから車で西に 40 分ほどのスカウ

リ町に移り住むのが最終的な夢なんです。人口は 7000 人くらいですが、ギリシャの学問の風が吹いて

いるという印象が強い町です。 

 

 （土屋さんのピアノ演奏） 勿忘草 

 

４、芸術の宝庫イタリア 
                         ■若者にオペラ返りさせたい三浦さん 

最近、イタリアの若者がオペラ離れをしていて、ロックやポップのほうに行っちゃっています。そこ

で三浦さんはこうした若者たちがオペラ返りするための一助になればと、イタリアでも歌い続けていき

たいと思っているそうです。私もこれからは日本よりイタリアにいる時間を長くするつもりです。 

最後にみな

さんと一緒に

サンタルチア

を歌いましょ

う。私が思う

に、これからは

日本人1億3千

万人がタレ

ントになっ

たつもりで

歌 を 歌 っ

て、にぎやかしをするくらいの迫力を持ってほし

いです。そうすればイタリア人の心は全部みなさ

んのものとなります。 

サンタルチアというのは聖女ルチアのことで

すね。ルチアはシチリアで亡くなり、亡骸はナポ

リに来ました。目の女神さまですので、星を見て

天気を想像する漁師たちにとって大事な存在で

すからナポリに祀られており、ナポリの港の名前

にもなっています。では 1 番のイタリア語の歌詞

を読んでみましょう。私についてきてください。

大変よくできましたよ。それではみんなでサンタ

ルチアを歌いましょう。 

 

(全員で歌う) サンタルチア 

Sul mare luccia  L'astro d'argento, 

Placida è l'onda,  Prospero è il vento 

Venite all'agile  Barchetta mia...  

Santa Lucia!  Santa Lucia! 

元気をくださった玉川さんと三浦さん 

 

 

 

教えてくださった玉川さんと三浦さん 

おなかの底から大合唱 
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☆エピローグ 
■強い王様の出現を待つイタリア人 

ちょっと感動しました。素晴らしいです。みなさんやってらっしゃるんじゃないですか。イタリア人

にこの歌を歌ってあげたら、どんなに喜ばれるか知りませんので、ぜひ歌ってあげて下さいね。 

 おしまいに私たちからのメッセージがあります。南イタリアではシチリア王国が繁栄していた時のよ

うに、みんなを率いる王様の出現を待っているのです。日常会話の中でもその用意はできているという

ようなことをよく言います。強く統率する人がいて、それにみんなが必ず従うような形が決まると、す

ごい勢いで動いていく人たちなのかなと思います。みなさんマンマを中心とする暖かい家族愛に支えら

れて、たとえ仕事がなくても楽しく生き続けています。広場に集まって生きた情報を交換しては仕事に

挑戦し、生きる知恵として教会にも関わり、助け合って家族を守っています。その根底には「人生を謳

歌しなさい」という言葉が常にあるんです。何を今日やらなくちゃならないのか、何が一番重要なのか

ということが、家族愛を核に順番がちゃんとしているのがイタリア人なのです。 

 私が住んでいるカッシーノ市にはカッシーノ山

という山があり、バスが修道院がある上まで連れ

て行ってくれます。高さは 520 メートルくらい。

527 年にベネディクト聖人によって開かれました

が、カソリックの人たちは彼がアッシジのフラン

チェスコさんと並ぶすごい人だと思っています。 

 カッシーノは 1944 年の 1 月から 5 月まで大爆

撃を受け壊滅状態となりました。1400 トンの爆弾

が落とされ 3 万 3 千人が亡くなったそうです。修

道院も 7 回くらい壊されましたがいまはちゃんと

建っています。この時、日本人の 2 世がアメリカ兵

として戦いに参加し、千人以上が亡くなったという記録があります。 

 そういう悲惨な歴史を持つ同市は「平和の街」をうたっています。私はここに住むようになってから

街をあちこち探検しているんですが、市役所に行ったところカッシーノの壊滅状態の写真と復興後の写

真のほか、広島と長崎の写真が大きく飾られていました。私たちはこういう間違いをしてはいけないと

いうことを写真で訴えているんですね。 

私は思わずほろっとしたのですが、同時にこれは平和ラブコールではないかと思ったんですね。そこ

で広島、長崎と姉妹都市を結べないものかといろいろ動いています。カッシーノには古代ローマ時代の

遺跡である劇場やコロッセオがあり、1 日観光ができそうで

す。大学もあり、別荘も買えますよ。親戚が 1 人できたと思

ってどうぞお越しください。カッシーノにはみなさんが「3 か

月だけ住みたいなあ」なんて思ったらいくらでも応じられる

人たちがたくさんいますよ。 

          ■若者や外国人に話しかけて！ 

日本にはいまたくさんの外国人がいますが、古代ローマ時

代も人種のるつぼでした。いろんな人たちがいても、何とか

共存共栄していきたいものです。そこでみなさんにお願いな

のですが、それぞれが生きてきた人生の話を若者にしていた

だきたいと思います。日本に来ている外国人の多くが「日本

人は冷たい」「何も声をかけてくれない」と寂しがっています。

特にクリスマスの日は彼らにとってとても大事な日なのに、日本人はケーキを食べるくらいですからね。

ですからぜひすれ違いざまに「メリークリスマス」と声をかけていただけませんか。ふだんの時にも恥

ずかしがらず、ためらわず「日本はどうですか？」「何か困っていることはありませんか？」と話しかけ

てください。いまはどこに行っても日本の文化が浸透し始めています。日本国や日本人がブランドにな

っているんですよ。 

 

(全員でもう一度歌う) サンタルチア 

てっぺんに修道院があるカッシーノ山 2018年 私の住む家 
敷地 6ヘクタールの農地の真ん中に暮らす家があります。 

パンノーネ家です。おじいちゃん：92歳 
おばあちゃん：86歳 二人共、車を運転し 

一緒にお料理を楽しんでいます。 
果物の木もいっぱい・溢れる緑 私の夢の出発点です！  

 

     

     25

玉川さんがいま住んでいるカッシーノの家 

スローライフの南イタリアの底力
カッシーノ

22
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講師陣のプロフィール 

玉川喜代江さん 

静岡県沼津市生まれ。27 歳までフリーアナウンサー。ＤＪ番組用の話材蒐集のために渡伊して以

来、イタリアでは、観光ガイド、買い付け同行、通訳、日本語教師、旅のアドバイス、女性の一人旅

への応援など、世話好き叔母さんとして文化交流の活動の場を広げている。南イタリアのスカウリ町

を日本の飛び地的モデル学園町にしたいという夢を持つ。三浦氏とはイタリア大好き同志で結びつ

き、この夢の実行者と協力者という立場。レジーナ イーリスは親日家や親伊家たちによる最高のサー

ビスを目指すグループ。2018 年 4 月にスカウリ町から車で 40 分のフロシノーネ県カッシーノ市に移

住。日本の芸術家たちのイタリアにおけるイベントを興すことへの提案がイタリア武道連盟の感動を

呼び、三浦氏をイタリアへ招いたことで連盟からプレミア「メリット」賞を貰った。 

三浦幸未知マリオさん 

1995 年、武蔵野音楽大学音楽学部声楽学科卒業 。3年間のサラリーマン生活を経て、05年より 1年

間イタリアへ留学。イタリア語やイタリアの歴史や文化を学ぶ。コンサートではイタリアオペラや日本

歌曲などを披露し、文化交流を深める。ダリオ・オペラ・カンパニー・ギルド＆アッカデミア修了。2006 

年ローマ近郊の教会にてモーツァルト生誕 250 年記念コンサート「戴冠式ミサ K .317」のソリストと

して招聘される。2008年、東京のイタリア文化会館でプッチーニ生誕 150年記念オペラ「ラ・ボエーム」

のハイライト、パルピニョール役でオペラデビュー。2018 年 6 月のローマ（サン パオロ デントロ 

レ ムラ教会）で初のソロコンサートを開催。 

土屋麻美さん 

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽部ピアノ科卒業。ピアノを中島和彦、狩野美紀子、ル

ドルフ・マイスター氏に、オペラと声楽伴奏を小谷彩子、スティーヴン・ローチ氏に師事。伴奏者と

して様々なコンサートに出演。テノールの村上敏明氏を始め、著名演奏家とも数多く共演する。ピア

ノ伴奏によるオペラ公演では、椿姫、カルメン、トスカ、道化師、ボエーム、アドリアーナ・ルクヴ

ルールなどを演奏し好評を得る。1997 年ドイツのゴスラーにてヒルデスハイム歌劇場管弦楽団と、

2000 年ゲルハルト・ボッセ指揮、相模原室内管弦楽団とモーツァルトのピアノ協奏曲を競演。 


