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歌は出会い 

そして奇跡が起きる 
 
 
 
 
 

 
歌は作詞家、作曲家、歌手、そして聴衆達の奇跡的な出会いです。映画でのラブシーンや絶望的な場面や冒険的な場面

にはいつも音楽が流れるように、 歌は私たちの人生の道連れとしてそばにいてくれます。歌は、思い出の道を見つけるための

小さな標べのように人生の通り道に散らばっています。メロディーを耳にすると、思い出のあの時にタイムスリップ…。バルバラはこう言

いました。 

 「  シャンソンは日常生活に存在します。それが歌の役目であり、力でもあるのです。社会、風刺、革命、アナーキスト、陽気な気分、

ノスタルジー…。歌は私たちをそれぞれの物語へと誘います。」 

 

ヴァカンスへと向かう車中で大声で歌った子供の頃の歌、モルビアン県のキャンプ場で初めて踊ったスローダンスとファーストキス

…。初めて失恋した時、心を慰めてくれた歌、引っ越しパーティーでダンスした歌、初めての子供が生まれた時、またはお祖父

さんの葬式で涙を誘った歌…。  

 

歌は私たちの人生を豊かにし、歌は文学、人生、クラシック音楽のおかげで豊かになります。シンプルな和音、軽やかなシャ

バダバダ調の歌詞、難しい歌、論争を呼ぶ歌、暖炉を囲みながらギター伴奏に乗って皆で歌う歌…。私たちの人生にはいつ

も歌があります。 

 

このコンサートのプログラムは、世界でもよく知られ、私たちを育ててくれたシャンソンを再び聴いてほしい、あるいは再発見してほしいとい

う願いから生まれました。 これらの歌は、その辿った道程、センチメンタルな、あるいはコミックな側面のせいで、馴染みのある歌なのに

耳にすることは実は少なく、大切にされすぎてあまり身につけない宝石のごとく、聴く機会が減っています。 

 

また、このプログラムではある特定の時代に選択を限るのではなく様々な時代の歌をとり入れています。 かつて、ジャック・ブレルとジェラー

ル・ジュアネストは、スタンダードナンバーとなった「行かないで」 を作曲する際にフランツ・リストのハンガリー狂詩曲第6番変ニ長調からインスピレーシ

ョンを得て、シャンソンとクラシック音楽の密接な関係を示しました。その例にならって、ストロマエの作品2曲をミックスしてオーケストラバージョンに編

曲した未発表の作品も紹介されます。また、曲の選択にあたってポップ、ブルース、ロック、ジャズというジャンルに縛られたこともありません。

私たちがこれらの曲を選んだのは、私たちの心に響く歌だからです。 

 

世界中の人々にとってアコーデオンはフランスのシャンソンを最も象徴する楽器です。有名なアコーデオン奏者ロラン・ロマネリも

このコンサートに参加します。フランスを代表するシャンソン歌手バルバラの伴奏者として活躍したロマネリは、その繊細で豊か

な、現代性に溢れた演奏で知られており、このコンサートにとってなくてはならない演奏家です。 

 

さあ、シャンソンの心の旅へと出発しましょう。ピエール・ペレはフランスについてこう述べました。「フランスは詩人、音楽家、アー

ムソトロング、アコーデオン、優しいシャンソン、真面目なシャンソン、お茶目なシャンソン、ユーモアのあるシャンソン、からかうシャ

ンソン、そして告白する勇気のない愛を夢みる言葉に満ちたシャンソンの国。」 
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プログラム 
 

 

• セ・シ・ボン (作詞 ：A. オルネス、作曲：H. ベティ) 

• あなたが眠る時 (作詞 J. プレヴェール、作曲：W. スニジャール) 

• シネマ (作詞 ： C. ヌガロ、作曲：M. ルグラン) 

• 私の男 (作詞  A. ヴィルメッツ& J. シャルル 、作曲： M. イヴァン) 

• 優しきフランス (作詞  C. トレネ、作曲：C. トレネ & L. ショリアック) 

• ア・パリ (作詞 ・作曲 ：F. ルマルク) 

• リラの門の切符切り (作詞 ・作曲 ：S. ゲーンズブール) 

• 小高い丘の哀歌 (作詞 ：J. ルノワール、作曲：G. ヴァンパリス) 

• そして今 (作詞 ：P. ドゥラノエ、作曲：G. べコー) 

• コンチェルトのテーマ (作曲 ：M. ルグラン) 

• 痛くしてジョニー (作詞 ： B. ヴィアン、作曲：ゴラグエ) 

• 美しい人生 (作詞 ：J. ブルーソル、 作曲：S. ディステル) 

• 進歩の嘆き節(作詞 ： B. ヴィアン、作曲：A. ゴラグエ) 

• 我が麗しき恋物語 (作曲：バルバラ) 

• 次の方 (作詞 ・作曲  ：J. ブレル) 

• アムステルダム港 (作詞 ・作曲 ：J. ブレル) 

• バラ色の人生 (作詞 ： E. ピアフ、作曲 ：ルイギ) 

• ラ・ジャヴァネーズ (作詞 ・作曲 ：S. ゲーンズブール) 

• ストロマエ・オーケストラ (作曲 ： ストロマエ) 

• テネシーの何か（作曲 ： M. ベルジェ) 

• 幸せになるのに何を待つの (作詞 ： A. オルネス&作曲 ： P. ミスラキ) 

• 黒い鷲 (作詞 ・作曲 ：バルバラ) 



 

 

 

 
 

イザベル 

ジョルジュ 
 

 
 

光に満ちた、自信溢れる存在感、星に届きそうな歌声、幼い頃から愛している歌とダンスに本能的に導

かれた人生、歌とダンスの出会い、そして多様な分野での才能とプロジェクト。イザベル・ジョルジュは微

笑みを浮かべながらその全てに輝く存在。 自身でショーを企画することも多いイザベルは、受け継がれる、インスピレー

ション豊かな歌と踊りをアーティストとして舞台で披露し、 ミュージカルコメディ、シャンソン、ミュージックショー、クラシック

音楽、ジャズ、イディッシュ音楽が融合している楽しいパフォーマンスを繰り広げます。  



 

 

 スタンダードナンバーの伝承者 

言葉の壁もジャンルも超えた様々な音楽のメルティングスポットとも言うべきイ

ザベル・ジュルジュは子供の頃から好奇心豊かで自由なエスプリの持ち主。イ

ザベルは、ヒューマニストでオープンマインドな音楽愛好家と音楽家のいる家庭

環境で育ちました。そんな輝かしい展望はイザベルの中で芽生え、数年間の

入院生活を経たにもかかわらず、彼女の大きな活き活きとしたエネルギーは

内側から噴き出しています。イザベルはソプラノ歌手だった母親とは違う、ミュ

ージカルコメディという分野に自らの道を見出し、ダンスで体を鍛え、 ジャン＝

ポール・リュセ演出「バーナム」で初舞台を踏みました。 

 

イザベルはフロラン演劇学校で学びました。当時の目標はジュディ・ガーランド

（2005年初めてのリサイタルでオマージュを捧げました）、ライザ・ミネリ、バ

ーバラ・ストライザンド、ジャック・ブレル等。 

 

「私は、とある時代に響き渡り、今はまた違う感じに聴こえる歌

が好きなのですが、実はどんな歌でも大好きです。自分では歌

の伝承者だと思っています。でも懐古趣味は全くありません! 」 

 
 

ミュージカルコメディと 

幅広いレパートリー  

イザベル・ジョルジュは、心の糧となる感動した歌を全て、

全身全霊を捧げて伝え、ありとあらゆる音楽を体験する

心構えがありますが、「量よりも質に敏感」です。イザベル

は多くのミュージカルコメディのレパートリー（特に1940年

代の作品が大好き）とシャンソンを歌い馴らし、クリエイ

ティブな才能を活かして、夢をイメージとするスペクタクルを

創作しています 。「星と私（Une étoile et moi）」、「パダム・パダ

ム（ Padam Padam）」、 「歌うブルオードウェイ（Broadway en 

chanté !）」、「アムール・アモーレ（ Amour Amor）」、そして最新作

は「ル・ツール・ド・シャン・オ・ラ・ラ！（ le tour de chant Oh là là ）」。
「ブロードウェイ・シンフォニー（Broadway Symphonique）」や最近の
作品「セ・シ・ボン（ C’est si Bon）」では、イザベルは交響楽団に出
演を依頼しました。 このように幅広いレパートリーのおかげで、イザベルはシャンゼ

リゼ劇場、ウィーン楽友協会、アムステルダム・コンセルトヘボウ、パリ・フィルハーモニ

ーホール、バル・ブロメホール、エジンバラ・フェスティバル、モンペリエ・オキシタニ・ラジオフ

ランス音楽祭 など、多様な会場でスペクタクルを提案し、 音楽的冒険に様々 な仲間たちと参加

することができます。  

 

 

 

 

 

出会いという力 

イザベル・ジョルジュは出会う人々を信じ、キャリアを積むなかで出会った人々

との出会いを大切にし、一人で前に進むことはありません。ダンサー兼振付家

のアメリカ人指導者マット・マトックスや、歌手兼女優のファビエンヌ・ギヨン、

歌手ジャン・サラメロといった師との出会いのおかげで、イザベルはありきたりな

道とは違った自分自身の道を見つけることができたのです。そしてイザベルは、

彼女を忠実に支える音楽スタッフの2大柱となる歌手兼音楽監督フレ

デリック・ステンブランクとお気に入りの編曲家シリル・レンと出会ったので

す。イザベルはそのほかにも、イディッシュ音楽のコンサートではリシャール・

シュムクレール率いるシルバ・オクテット、シャンソンのリサイタルではブリュノ

ー・フォンテーヌとコラボしています。 

 

「 人生の全てが一つの出会いで大きく変わることがあります。そ

れは素敵なことですね。 」 

 

好きな音楽を体現し伝承しながら人生を進むこの情熱的なアーティストの一環した

姿勢が、幅広いレパートリーと多彩なコラボレーター達を通じて浮かび上がります。 

ディスコグラフィー : 

星と私 (ベルーガ・プロダクション) サムシング・トゥ・リヴ・フォー (レー

ベル・エリザベス) 、ディセンバー・ソング (PS Cクラシックス)、ニュ

ーヨークのシェテトル & イディッシュ・ラプソディ (ナイーヴ) 、 

パダム・パダム & 歌うブロードウェイ (ソカディスク) 、ウィー

ン・パリ・ハリウッド ( ラ・ムジカ) 



 

フレデリック 

ステンブランク 
 
 
 
 

 

俳優、作詞家、作曲家、歌手、ピアニストと多彩に活躍するフレデリック。ステンブ

ランク。、ムステルダム演劇学校に入学した年にジャック・ブレルを初めて知りました。

パリに移り住んだ彼はシャイヨー国立演劇学校、音楽情報センター、ビル・エヴァン

ズ・ピアノ・アカデミーで学びました。処女作を発表した後、ユニテ劇場で2作品の製

作に参加し、「届かない愛（Inaccessibles amours ）」（演出：アベス・ザマニ）

にてジャック・ボナフェ、アラダン・レベル、カリン・ヴィアールと共演。  

 

フレデリックは多くのシャンソンコンクールで審査員賞や一般観客賞を受賞しています。ニ

ューヨークではニュースクール大学で歌手のためのパファーマンスマスターコース を受講。2003

年には自身で作曲した作品をパリのオリンピア劇場とカジノ・ド・パリ劇場にて、アニー・ジラルド主演の

「マダム・マルグリット」およびアニー・コルディ主演の「幸せで満杯」の前座として歌いました。 

 

映画ではアントワーヌ・ドゥ＝コーヌ監督の「完璧な不協和音」でシャーロッ

ト・ランプリングおよびジャン・ロシュフォールと共演。ヘルマン・ヴァン＝ヴェー

ンとのコラボから生まれたスペクタクル「チャップリン 〜ダニエルの歌〜」

ではタイトルと同名の主役を演じました。その他にも、歌う狂人と呼ばれ

たシャルル・トレネに捧げられた楽しい音楽劇「ブン」、「優しいイルマ」、イザベル・ジ

ョルジュと出会うきっかけとなった「タイタニック」にも出演。二人は「星と私」、「パダ

ム・パダム」、「歌うブロードウェイ」、「歌え」、「アムール・アモーレ」、「ブロードウェ

イ・シンフォニー」、「セ・シ・ボン」、「オー・ラ・ラ！」などのスペクタクルを共作しま

した。  

 

ディスコグラフィー : 「まるで」 (ウィトカシイ劇場) 、「通りすがりの人」(ボン

ベック・プロダクション) 、 「フォー・スタンダード」 (シ・コム・シ)、「星と私」 (ベルー

ガ・プロダクション)、「パダム・パダム」と「歌うブルオードウェイ」(ソカディスク)



 

 

雑誌・新聞での批評 
 

 
 
 
 

 イザベル・ジョルジュ 

« ジジ・ジャンメールとライザ・ミネリの才能溢れる後継者! 」 

ル・ヌーヴェル・オブゼルヴァトゥール  

「素晴らしい存在感とクレイジーな魅力! 」 

ル・パリジャン 

「イザベルは水を得た魚のように歌って踊って演じる！」 

ル・フィガロスコープ 

「眩いばかりの気品と存在感! 」 

ル・カナール・アンシェネ 

「息を呑むほどすごい女性! シド・チャリシーと ジジ・ジャンメールの奇跡的な

... 。」 

ル・ポワン 

「 イザベル・ジョルジュは水を得た魚のように歌う...。 

フランスの音楽界に残念ながら欠けていた 、魅力的かつ情熱的な気品のあるシンガー！」 

ア・ヌ・パリ 

「才能溢れるアーティスト、イザベル・ジョルジュは楽器を簡単に演奏するかのように

自分の声を操る! 」 

レ・ゼコー 

「イザベル・ジョルジュは今、最も美しい声を持つアーティストの一人! 」 

テチュ 

「イザベルの驚くべき声と豊かな演技力のある歌い方はジュディ・ガーランド、ライ

ザ・ミネリ、バーバラ・ストライザンドを彷彿します。誰もが彼女の虜になります ! 」 

ザ・スコッツマン 

« とてつもなく魅力的な歌手 ! » 

ザ・ヘラルド 

フレデリック・ステンブランク 

「なんと素晴らしい声 ! 」 

タイムアウト ロンドン 

「驚くべき歌手。素晴らし

き天才的マルチパフォーマー! 」 

テレラマ 

「アフロアメリカン民謡の代表曲オールマンリヴァーを大胆に歌うスイング歌手 

! 」 

ル・モンド 

「 彼の名前は聴衆の記憶に長く残る可能性 ! 」 

ア・ヌ・パリ 

「 フレデリック・ステンベルクは完璧な歌声で人々を魅了し続けます。 

」 

パリスコープ 

「イザベルとフレデリックはすごいデュオだ! 」 

サンデー・メール 



 

ロラン 

ロマネリ 

アコーデオン 
 

 

ロラン・ロマネリはフランス人演奏家（アコーデオンとシンセサイザー）兼作曲家兼編曲家。1966年にパリに上

京すると、コレット・ルナールとバルバラに目をとめられました。それが バルバラの伴奏者を20年間も務めるきっかけ

となりました。演奏家（アコーデオンと鍵盤楽器）としてバルバラの伴奏を務めた後、ロランは編曲に専念するよ

うになり、ついにはバルバラ専属の音楽監督となります。ロランは「ほんのわずか（À peine）」 、「ウィーン

（Vienne ）」、「その子（Cet enfant-là ）」など、多くの曲をバルバラに提供しました。しかし、彼

はバルバラとだけではなく、1970年代にはセルジュ・ラマやシャルル・アズナブール、ミッシェル・ポルナレフの

もとでも活躍しました。シンセサイザーを学んだ彼は、フランスではジャン＝ミッシェル・ジャールとともにこの

分野の先駆者となります。 

 

バルバラと一緒に活動を続けながらも、1980年代に入るとパトリック・ブリュエル、マルク・ラヴォワーヌ、リーヌ・ル

ノーとのコラボなど、他のアーティストたちとも一緒に活躍の場を広げるようになります。なかでもジャン＝ジャック・ゴ

ールドマンとは、彼のバンドメンバー（キーボード、シンセサイザー）にもなり、ゴールドマンが歌う曲の編曲ばかりで

はなく、ゴールドマンが他のアーティストのために作詞作曲した多くのアルバムの編曲も担当しました。 また、ジョニ

ー・アリデイの「ギャング」の編曲を務めたのもロラン（シンセサイザーの伴奏も担当）です。さらに、ゴールド

マンとは映画「アステリックスとオベリックス対シーザー」のサウンドトラックを共作。映画音楽の分野では他

にもウラジミール・コスマやフランシス・レイとともに「ラ・ブーム」や「フレンチ・コップス」に参加し、「ユニオン・サクレ

（Union sacrée）」や 「サンドイッチ時代（Les Années sandwich ）」のサウンドトラックを担

当しました。 

 

このように他に仕事が増えたせいでバルバラのために働く時間が減り、二人は徐々に距離を置くようになります。

1986年3月、ちょっとした揉め事（バルバラとジェラール・ドパルドューが喧嘩し、ロランはドパルデューに味方する）

が原因で彼はクビになりました。ロランがバルバラに会うことはもうありませんでした。 

 

ロランは演劇にも興味を持ち、劇や、ジェローム・サヴァリー作「優しいイルマ（Irma la Douce）」、ジェラー

ル・ベルリナー作「私の分身ユーゴー（Mon Alter Hugo）」、ジャック・ペシス作「パリのメロディー（L’Air 

de Paris）」などのミュージカルコメディの音楽の編曲を担当しました。テレビドラマ「ホストファミリー（Famille 

d’accueil）」の音楽監督（作曲、製作） を務めたことがあり、今はテレビドラマ「守護天使ジョゼフィーヌ（Joséphine 

Ange Gardien）」の音楽監督として活躍しています。2012年からはロラン・ジェラのツアー公演にてフレッド・マヌカンのビッグバンドの一員として

演奏しています。 

 

アンソーとのコラボで、2002年末にはバルバラへのオマージュとしてスペクタクル「我が麗しき恋物語」

を完成。アンソーはヨーロペアン劇場で公演し、ブルガリア交響楽団の演奏でアルバムを録音しまし

た。 

 

2008年には音楽劇「バルバラ、20年の愛」を作曲・編曲し、レベッカ・メイとともにパリ劇場、エベルト劇場、ヴ

ァリエテ劇で公演し、フランス全国ツアーを行いました。2010年には伝記「バルバラとの20年」を出版。

2013年には前作をアレンジして改名したスペクタクル「バルバラと赤い服の男」をレベッカ・メイとともにコ

メディア劇場で上演。エリック＝エマニュエル・シュミット演出でリヴ・ゴーシュ劇場でも上演されました。 



 

ジェフ 

コーエン 

ピアノ 
 

 

バルチモア生まれのジェフはアメリカではレオン・フライシャー、パリではレーヌ・ジアノリ、イギ

リスではピーター・フォイヒトヴァンガーの元でピアノを学びました。現在はパリ国立高等音

楽学院で歌曲とメロディーを教えており、若手の歌手とピアノ演奏家を支援する、リュベ

ロン地方の市民団体「声の季節（Saisons de la voix） 」の音楽監督としても活躍し

ています。 

 

リサイタルでは、ロベルト・アラーニャ、ジューン・アンダーソン、セシリア・バルトリ、ヤン・ブロン、ジェーン・バーキン、カリ

ーヌ・デエ、エルザ・ドレジグ、ジャン＝ポール・フシュエクール、ヴェロニク・ジャン、スミ・ジョー、アレクサンドラ・クルジャ

ック、マディー・ムスペレ等、多くの才能溢れるソロ歌手たちのお気に入りの伴奏家として活動。バイオリン奏者イ

ヴリー・ギトリス やイダ・ヘンデル、サキソフォン奏者スティーブ・レイシー、俳優ディディエ・サンドルとも舞台で共演し

ています。 

 

アンジェラ・ ゲオルギューのスカラ座ライブ公演、フランソワ・ルルーやタシス・クリストヤニスのフランスの曲、ヴェロニク・ディエシーのモーツアルト

の歌曲、ユタ・ランペールによるクルト・ヴァイルの歌、ノエル・リーとのピアノ共演など、彼のピアノ演奏は多くのアルバムでも楽

しむことができます。ベルトラン・ド・ビリー、マーク・エルダー、クリストファー・ホグウッド、ジョン・ネルソン、ミッシェル・

プラソン、ジョルジュ・ソルティなどのオーケウトラの指揮者によるオペラの録音では、歌曲の監督としても高い評価

を受けています。 

 

舞台では、シャトレ劇場でジオルジオ・ストレラー演出「三文オペラ」のオーケストラ指揮を担当。バスティー

ユ・オペラ座ではオペラ「オテロ」にてチョン・ミュンファンのアシスタントを務め、「ハムレット」と「ルチオ・シラ」で

はパトリック・シェローとコラボしました。ピーター・ブルック演出「ペレアスの印象」、ロマン・ポランスキー演出・

ファニー・アルダン主演「マスタークラス」でも演奏家として参加。パリ・オペラ座の歌曲教室ではクルト・ヴァ

イルの「ストリートシーン」の音楽研究監督を務めました。振付家ブランカ・リーによるダンス作品「快楽の園」

のツアー公演にも参加。 

 

ジェフは演劇や映画の音楽も作曲します。これまでにノエミ・ルヴォヴスキ、セドリック・クラピッシュ、コリー

ヌ・セロー等の映画の音楽を担当した経験があります。フランスのテレビ番組では子供番組「ジェフのオーケ

ストラ」の司会を務めました。2013年には芸術文化勲章を受章。 



 

編曲 
 
 
 

このコンサートのプログラムでは才能豊かな3人に編曲を依頼しました。それぞれ個性のある3人ですが、クラシック音

楽を基盤としながらジャズとシャンソンが大好きだという共通点があります。情熱的でプロ意識の高いこの編曲家トリ

オのおかげで、スタイルと歌唱法に多彩なバリエーションが生まれ、演劇性と音楽性が絶妙に調和したユニークなプロ

グラムに仕上がりました。 

 
 

シリル ・レン 

シリルはストラスブール音楽学院とパリ国立高等音楽学院で学んだピアノ演奏家

兼作曲家です。パリ国立高等音楽学院では5位内に入賞し、現在は学院でも

若手の教師として指導しています。早い時期から即興演奏に魅力を感じたシリル

は、リサイタル、無声映画の伴奏、コンサート、スペクタクルなど、様々な形でその

才能を披露しています。ジャズ好きが高じて、ボストンのバークレー音楽学校でも学

びました。  

 

彼は交響楽団から室内音楽グループにまで作曲や編曲をてがけます。 イディッシュ

音楽とティガン音楽のファンでもあるシリルはシルバ・オクテットの編曲を担当。音楽

を始めてからクラシック音楽、ジャズ、シャンソンまで幅広いレパートリーを融合し続

けている彼は、イザベル・ジョルジュ＆フレデリック・ステンブランクと定期的にコラボし

ています。 

 

 

 
 

ルカ・ アンリ 

ルカは2015年にパリ国立高等音楽学院を卒業。作詞科の修士号を修了し、

ハーモニー・コントラブンクト・フーガ・フォルム賞を受章しました。リール国立オーケスト

ラに2年間務めたあと、2015年にラジオ・フランス交響楽団の常勤コントラバス奏

者として任命されました。 

 

そのキャリアと並行して、ルカはエレクトロ音楽、編曲、管弦楽編曲者として

も活躍。トリオ・ジョルダン、ガッド・エルマレ、フィリップ・カトリーヌなどのアーティ

ストたちと一緒に活動しています。 彼が編曲をてがけた作品はシャトレ劇場、パ

リ・オペラ座、オリンピア劇場で定期的に演奏されます。 

 

また、ルカは、ポッシュ交響アンサンブルの創立者であるニコラ・シモンと芸術監督を

共同で担当しており、多くの交響曲をこのアンサンブルのために編曲しました。 

 

 

 

 

 
セバスチャン・ コーロヴェン 

セバスチャンはオランダ出身の編曲家兼作曲家です。ラヴェル、ドビュッシー、バッハ

の曲を奏でるピアニストの母、ジャズピアニストの父、ロックポップ大ファンの兄に囲ま

れて育ったセバスチャンは、幼い頃に音楽への情熱に目覚め、ロッテルダムの音楽

学院でバイオリンを習い、作曲を勉強しました。 

 

クラシック音楽から現代音楽、特定の楽器からオーケストラまで対象に、セバスチャ

ンは幅広く編曲をてがけます。定期的に編曲家としてコラボするのはアムステルダム

のコンセルトヘボウ・オーケストラ、メトロポール、プラハ交響楽団などです。 

 

ウェンデ・スネイデルス、マチルド・サンティング、フランク・ボーイェン、リズベス・リ

スト、アストリッド・シリーズ、ブーデヴィン・ド・グルート、ニンケ・ラヴァーマンなど、

オランダの大スターたちの作曲・編曲・製作も担当しています。彼が製作を担

当した3つの作品はエジソン賞を受章しました。 



 

演奏楽器リスト 

 
 

 

このプログラムは以下の楽器編成のために創作されました: 

オーケストラ : 

木管楽器  :2名-2名-2名-2名 

金管楽器: 4名-2名-3名-1名 

弦楽器: 12名-10名-8名-6名-4名 

ハープ奏者1名 

ティンパニー奏者1名 

パーカッショニスト1名 

特別楽器 : 

ジャズドラム＆パーカッション：サミュエル・ドメルグ  

ジャズコントラバス＆ベースギター：ジェローム・サルファティ 

楽器演奏者合計 63 名 

 

2018年度モンペリエ・オキシタニ・ラジオフランス音楽祭では 状況に合わせてオーケストラの編成人

数を減少しました。 

オーケストラ（ フルより少ない編成人数）: 

木管楽器 :2名-2名-2名-2名 

金管楽器:2名-2名-2名-0名 

弦楽器 :8名-7名-6名-5名-3名 

ハープ奏者1名 

ティンパニー奏者1名 

パーカッショニスト1名 

特別楽器 : 

ジャズドラム＆パーカッション：サミュエル・ドメルグ  

ジャズコントラバス＆ベースギター：ジェローム・サルファティ 

楽器演奏者合計 45 名 



 

画像 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

イザベル・ジョルジュの 

スポンサー 
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プロダクション & プレス広報 

ソフィ・ドュフール • アンコール・ミュジーク  

マネージメント & 配給 

ヤン・オリヴィエ • アートメデオ  電話  

クレマン・サパン • リュド  アンテルリュド  電話  

 

 

 

イザベル・ジョルジュの最新ニュースはこちら 

ウェブサイト: 

 

 

 

 

ライセンス 2-1099539 & 3-1099446 

グラフィックコンセプト : Agence Ysée 

写真© F. Darmigny, M. Ginot 

mailto:encore-music@mail.com
mailto:encore-music@mail.com
mailto:yann.ollivier@artmedeo.com
mailto:clement@lude-interlude.com


 

 


