
★平井 秀明（指揮者・作曲家）声楽作品 楽譜のご案内～ 

♪オペラ『かぐや姫』（全２幕） 

＜2003 年東京初演以来、埼玉、千葉、茨城、新潟、福井、岡山、香川（2 回）、徳島（5 回）、豪州キャンベラ、 

チェコ・プラハのほか、2012 年 8 月「ザルツブルク音楽祭」開催中に、ザルツブルク、アニフでの 

2 公演が成功し、2014 年２月、ミューザ川崎シンフォニーホール（神奈川県）のリニューアルオープン記念公演、 

2015 年 8 月、ロサンゼルスでの米国初演など、内外で再演を重ねる、話題沸騰中のオペラ！＞ 

ヴォーカルスコア（全曲）＜2011年改訂版＞   3,000円  

“愛の二重唱”（Sop.＆Ten.編曲版）※原曲：Sop.＆Bar.    1,000円 
“幼少のかぐや姫”（児童 or 母子合唱）    500 円 

“かぐや姫の誕生”（混声合唱編曲版）※原曲：翁と嫗の二重唱   500 円 

♪オペラ『小町百年の恋』（全３幕） 

＜2008 年「第 23 回国民文化祭・いばらき２００８」委嘱作品として世界初演以来、 

すでに、東京、水戸、つくば、牛久、石岡、土浦、徳島にて再演される人気作品！＞ 

ヴォーカルスコア（全曲）＜2009年改訂版＞   4,000 円 

“花の色は”（ソプラノ独唱版）※原曲：Sop.&Ten.二重唱     500 円 

“みんなで遊ぼう”ほか（児童合唱）     800 円 

混声合唱“筑波山”（演奏会用編曲版）    1,000 円* 

＜演奏会、コンクールなどに最適で、ダイナミックな合唱曲！＞  *2016/10 料金改定 

 

♪オペラ『白狐』（全３幕）原作：岡倉覚三（天心） 

＜2013 年、妙高市文化ホール 30 周年・岡倉天心没後 100 年・生誕 150 年を記念して、天心が 

100 年前にボストンで執筆した幻の英語オペラ台本を元にオペラ化初演された感動的なオペラ！＞ 

ヴォーカルスコア（全曲）＜２０１４年改訂版＞   3,000 円  

“愛の霧の中へ” （混声 or 女声合唱）    1,000 円 

“妖精たちの朝” （混声 or 女声合唱）   1,000 円 

“こぎつねさんのごあいさつ”（児童合唱）       500 円 

 

♪紙芝居こどもオペレッタ『あっくんと魔法の歯ブラシ』 

＜2011 年初演以来、東京、新潟、愛媛などですでに多数再演され、子供たちに大人気！＞ 

ヴォーカルスコア（全曲）     2,000 円 

『はみがききゅっきゅっ』、『もぐもぐごっくん』《子ども応援ソング Vol.1》 500 円 ※CD 付楽譜（￥800）有り  

『砂の子守歌』、『虹の歌』(独唱、二重唱、女声三部合唱、混声四部合唱ほか)  800 円  

 

♪『アヴェ・マリア』～2017 年 10 月、ローマ法王とバチカン市国へ献呈が許された話題作！！ 

独唱（高声・中声・低声用）、女声三部 & 混声四部合唱  1,000 円 《独唱＆合唱アルバム》 

二重唱版（ソプラノ＆テノール）      500 円 

二重唱版（ソプラノ＆バリトン）      500 円 

  

♪『ささゆりに寄せて』     1,000 円《独唱、女声三部合唱、混声四部合唱》 

♪『雪のウィーンの森』     1,200 円《独唱、女声三部合唱、混声四部合唱》 

 

♪混声合唱組曲『自然への讃歌』     1,200 円≪混声四部合唱≫ 

～『彩雲*』、『秋の山のシンフォニー**』～交響的合唱曲～ の 2 曲により構成 

* 2017 年秋、室内合唱団「日唱」が初演。自然の神秘や美しさを音のパレットで描いた抒情的な作品! 

**ピアノの華麗なカデンツァに始まり、４楽章の交響曲をイメージしたコンクール向きの大作！ 

♪『明日へ～for the future』      926 円《同声二部合唱》 

2018 年秋、世界的人気の英国の少年合唱団 LIBERA（リベラ）初の全編日本語歌唱曲『明日へ』を収録した CD は日本国内 

クラシックヒットチャート１位獲得！亀田誠治作詞・作曲・プロデュースの原曲が平井秀明による合唱編曲版として新発売！ 

“素晴らしい国民オペラの誕生に

感動” 

『音楽の友』（2012 年 1 月号） 

“「夕鶴」を超える可能性・・・”

『音楽現代』（2012 年 1 月号） 

“美しいメロディーと魂を揺さぶ

る音楽”『スプラヴォダイ』（チェコ） 

 

 
“大スペクタクル・・・ダイナミ 

ックで妖艶なバレエが魅せた。 

３幕最後の愛の勝利による救済 

の場面でも平井のオペラ指揮者 

としての特質が所を得、クライマ 

ックスでの様々なテーマの回想 

は実に感動的だった。”  

『音楽現代』（2010 年 2 月号） 

2012年ザルツブルク初演、2016年 

ニューヨーク初演で絶賛された作品！ 

 

“作品随所から溢れ出る美しいメ

ロディーや和声感は特筆に値する” 

『ハンナ』（2014年 3月号） 



＜平井 秀明 声楽作品楽譜 お申込用紙＞ 
♪下記空欄にご記入の上、FAX または郵便でお送りください。メールでもお申込いただけます。 

♪送料・手数料別途  （※在庫都合により発送に１週間以上を要することもございます。） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

お名前  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

ご住所 〒＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿ 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

お電話 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

FAX  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

E-mail  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

＜お問合せ＞♪その他の声楽作品（歌曲、合唱曲）も多数ご用意しておりますので、お問合せください。 

アリオーソ LLC 出版事業部 〒107-00662 東京都港区南青山２－１５－５ FARO１F 

TEL 03-6403-9846  FAX 03-6403-9847  E-mail: info@arioso.co.jp 

《平井秀明公式サイト》http://www.hideaki-hirai.com        《ARIOSO 公式サイト》https://www.arioso.co.jp   

★ご希望の楽譜と冊数を、下記にご記入ください。 

＜オペラ「かぐや姫」＞ 

ヴォーカルスコア（全曲）   X＿＿＿＿＿ 冊 

“愛の二重唱”（Sop. & Ten. 編曲版）  X＿＿＿＿＿ 冊 

“幼少のかぐや姫”（児童 or 母子合唱）  X＿＿＿＿＿ 冊 

“かぐや姫の誕生”（混声合唱編曲版）  X＿＿＿＿＿ 冊 

＜オペラ「小町百年の恋」＞ 

ヴォーカルスコア（全曲）   X＿＿＿＿＿ 冊 

“花の色は”（ソプラノ独唱編曲版）  X＿＿＿＿＿ 冊 

“みんなで遊ぼう”ほか（児童合唱）  X＿＿＿＿＿ 冊 

混声合唱“筑波山”（演奏会用編曲版）  X＿＿＿＿＿ 冊 

＜オペラ「白狐」＞ 

ヴォーカルスコア（全曲）   X＿＿＿＿＿ 冊 

“愛の霧の中へ”(混声 or 女声合唱)  X＿＿＿＿＿ 冊 

“妖精たちの朝”(混声 or 女声合唱)  X＿＿＿＿＿ 冊 

“こぎつねさんのごあいさつ” (児童合唱) X＿＿＿＿＿ 冊 

＜紙芝居こどもオペレッタ「あっくんと魔法の歯ブラシ」＞ 

ヴォーカルスコア（全曲）   X＿＿＿＿＿ 冊 

「子ども応援ソング Vol.1」   X＿＿＿＿＿ 冊 

「砂の子守歌」＆「虹の歌」   X＿＿＿＿＿ 冊 

＜その他＞ 

「アヴェ・マリア」（アルバム）  X＿＿＿＿＿ 冊 

 「アヴェ・マリア」（Sop. & Ten. 二重唱版） X＿＿＿＿＿ 冊 

「アヴェ・マリア」（Sop. & Bar. 二重唱版） X＿＿＿＿＿ 冊 

「ささゆりに寄せて」   X＿＿＿＿＿ 冊 

「雪のウィーンの森」   X＿＿＿＿＿ 冊 

「自然への讃歌」    X＿＿＿＿＿ 冊 

「明日へ～for the future」   X＿＿＿＿＿ 冊 

 

★著作権法に

よりコピー不

可となってお

りますので、

合唱、オペラ

な ど の 場 合

は、必ず演奏

人数分をお求

めください。 

 
↓楽譜販売サイト 

mailto:info@arioso.co.jp
http://www.hideaki-hirai.com/
https://www.arioso.co.jp/

