“ 海の甲子園 ” ユースセーリングカップ

2013 年 8 月 31 日 ( 土 )

Welcome Party Concert
プログラム

～出演～

１．歌劇「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父さん”
（プッチーニ）

和田 友紀菜（声楽）

２．Time To Say Goodbye

久津那 綾香

３．情熱大陸

（ヴァイオリン）

４．Stand Alone
５．花は咲く （作詞：岩井 俊二

河内 麻美（フルート）

作曲：菅野 よう子）

中村 早希（ピアノ）

歌劇「ジャンニ・スキッキ」より

Stand Alone

“ 私のお父さん ”

O mio babbino caro

ちいさな光が

歩んだ道を照らす

希望のつぼみが

o mio babbino caro
ねぇ優しいお父様、

遠くを見つめていた

迷い悩むほどに
人は強さを掴むから

mi piace,è bello
私が好きなあの人はいい人なの。

凛として旅立つ

夢を見る

一朶の雲を目指し

Vo'andare in Porta Rossa
私はポルタ・ロッサへ
a comperar l'anello!
指輪を買いに行きたいの！
sì,sì,ci voglio andare!!
そう、どうしても行きたいの！！
E se l'amassi indarno

あなたと歩んだ あの日の道を探す
ひとりの祈りが 心をつないでゆく
空に 手を広げ ふりそそぐ光あつめて
友に 届けと放てば 夢叶う
はてなき想いを 明日の風に乗せて

もしこの愛が無駄だったら
andrei sul Ponte Vecchio
私はポンテ・ヴェッキオ橋に行って
ma per buttarmi in Arno!

わたしは信じる 新たな時がめぐる
凛として旅立つ 一朶の雲を目指し

アルノ川に身を投げるわ！
Mi struggo e mi tormento!
私は恋焦がれ、苦しんでいるの！
O Dio,vorrei morir!

主催：海の甲子園実行委員会・西宮市
音楽監修・演奏協力

あぁ、神様、

ＮＰＯ法人

死んでしまいたいくらいに！
Babbo,pietà,pietà!
あぁ、お父さん、
お願い、お願いです！

関西芸術文化支援の森ゆずりは
http://yuzuriha-art.or.jp/
☎（ 代表 ）080-3760-4023
070-5652-0963

Time to say goodbye

花は咲く

Quando sono sola

一人でいるとき

真っ白な

雪道に

春風香る

sogno all'orizzonte

水平線を夢見て

わたしは

なつかしい

e mancan le parole,

言葉を失ってしまう

あの街を

思い出す

si lo so che non c'è luce

太陽のない部屋は暗くて

in una stanza quando manca il sole,

あなたが側にいないと

se non ci sei tu con me, con me.

太陽は消えてしまうの

Su le finestre

全ての窓から

mostra a tutti il mio cuore

あなたが勝ち取った

che hai accesso,

私の心が広がってゆく

chiudi dentro me

私の中に

la luce che

あなたは光を注ぎ込んだの

hai incontrato per strada.

道端で見つけた光を

Time to say goodbye.

別れの時が来たわ

Paesi che non ho mai

見たことも

veduto e vissuto con te,

行ったこともない場所

叶えたい

夢もあった

変わりたい

自分もいた

今はただ

なつかしい

あの人を

思い出す

誰かの歌が聞こえる
誰かを励ましてる
誰かの笑顔が見える
悲しみの向こう側に
花は

花は

花は咲く

いつか生まれる君に

adesso si li vivrò.

今あなたと共に

花は

su navi per mari

船に乗り海を越えて

わたしは何を残しただろう

che, io lo so,

旅立とう

no, no, non esistono più,

もうなくなってしまった海を越えて

夜空の

it's time to say goodbye.

別れの時が来たわ

わたしは

Con te partirò

向こうの

花は

朝の気配に

あの日々を

なつかしい
思い出す

Quando sei lontana

君が遠く離れているとき

sogno all'orizzonte

水平線を夢見て

傷ついて

傷つけて

e mancan le parole,

言葉を失ってしまう

泣いたりして

e io si lo so

でももちろん分かっている

報われず

che sei con me con me,

君が僕と一緒にいることは

今はただ

愛おしい

tu mia luna tu sei qui con me,

君は僕の月 僕と共に

あの人を

思い出す

mio sole tu sei qui, con me,

僕の太陽 君は僕と共にここにいる

con me, con me, con me.

僕と共に

Time to say goodbye.

別れの時が来たわ

Paesi che non ho mai

見たことも

veduto e vissuto con te,

行ったこともない場所

誰かの想いが見える

僕と共に

adesso sì li vivrò.

花は咲く

誰かと結ばれてる
誰かの未来が見える
悲しみの向こう側に
花は

花は

花は咲く

Con te partirò

今あなたと共に

いつか生まれる君に

su navi per mari

船に乗り海を越えて

わたしは何を残しただろう

che, io lo so,

旅立とう

no, no, non esistono più,

もうなくなってしまった海を越えて

花は

花は

花は咲く

花は

花は

花は咲く

いつか生まれる君に
con te io li rivivrò.

共によみがえらせよう

花は

Con te partirò

一緒に船に乗り

わたしは何を残しただろう

su navi per mari

海を越えてゆこう

che, io lo so,

もうなくなってしまった海へ

花は

no, no, non esistono più,

二人で海をよみがえらせよう
二人で行こう

いつか生まれる君に

con te io li rivivrò.
Con te partirò.

あなたと私

花は

花は
花は

花は

花は咲く
花は咲く

いつか恋する君のために

花は咲く

