
202212.8［木］19:00開演
（18:15開場）

電力ホール 仙台市青葉区
一番町3丁目7－1

お問合せ
河北新報社事業部  022-211-1332（平日10：00～17：00）
仙台放送事業部    022-268-2174（平日11：00～16：00）

入場料 （全席指定、税込）  7,000円 ※未就学児入場不可
チケット一般発売日 ： 2022年9月30日（金）

プレイガイド
●河北チケットセンター 022-211-1189（平日10：00～14：00）
●チケットぴあ https://t.pia.jp （Ｐコード227-557） 
●ローソンチケット https://l-tike.com/ （Lコード22598） 
●イープラス https://eplus.jp/　●藤崎
※延期・中止の場合を除き、チケットの払い戻しはできません。
※ご来場の際はマスクの着用、検温、手指の消毒など、　　
　新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。
※最新情報は主催者のホームページにてご確認のうえ、ご来場ください。

主催／ 協賛／ 協力／S Bird Promotion

【プログラム】 ※曲目は変更になる場合がございます。
イングランド民謡：グリーンスリーブス
アイルランド民謡：ダニー・ボーイ
バーリン：ホワイト・クリスマス
レノン＆マッカートニー：イエスタデイ
マクブルーム：ローズ　ほか
※詳細は裏面をご覧ください。

紳士の国、英国が誇る
アカペラの「王様」
待望の仙台公演！

NTTデータ東北 ウインターコンサート2022

ザ・キングズ・シンガーズ

The
King’s
Singers

～世界のクリスマスソングと永遠のスタンダード～

ⒸRebecca Reid



ⒸRebecca Reid

　 伝承曲（デイヴィッド・ウィルコックス編曲） ： 明日はわたしが踊る日
　 Traditional（arr. David Willcocks） ： Tomorrow shall be my dancing day

～昔のクリスマス・キャロル～Ancient carols reimagined 
　 伝承曲（ヘンリー・ホークスワーク編曲） ： その心地よい香りは何ですか？
　 Traditional（arr. Henry Hawkesworth） ： Quelle est cette odeur agréable?

　 伝承曲(ガイ・ターナー編曲) ： 眠れ、眠れ
　 Traditional（arr. Guy Turner） ： Dormi, dormi

　 伝承曲（ジェフリー・キーティング編曲） ： 世の人忘れるな（讃美歌第２編第128番）
　 Traditional（arr. Geoffrey Keating） ： God rest ye merry, gentlemen

～ クリスマスの愛 ～Love at Christmastime
　 イングランド民謡（ボブ・チルコット編曲） ： グリーンスリーブス
　 English Folk Song（arr. Bob Chilcott） ： Greensleeves

　 トーマス・タリス ： もしあなたがたがわたしを愛するならば
　 Thomas Tallis ： If ye love me

　 ボブ・チルコット ： 愛しの君は美しい
　 Bob Chilcott ： Thou, my love, art fair

～ ファインディング・ハーモニー ～Finding Harmony
　 木下牧子 ： あしたのうた
　 Makiko Kinoshita ： Ashita no uta (Song for Tomorrow)

　 アルマ・アンドロッツォ（ステイシー・V・ギブズ編曲） ： 誰かを助けることが出来るなら
　 Alma Androzzo（arr. Stacey V. Gibbs） ： If I can help somebody

　 キリノ・メンドーサ・イ・コルテス（ホルヘ・コザトル編曲） ： シエリト・リンド
　 Quirino Mendoza y Cortés（arr. Jorge Cózatl） ： Cielito lindo

～ お祝いのための音楽 ～Music for festive cheer
　 アーヴィング・バーリン（ロバート・ライス編曲） ： ホワイト・クリスマス
　 Irving Berlin（arr. Robert Rice） ： White Christmas

　 メル・トーメ（ピーター・ナイト編曲） ： ザ・クリスマス・ソング
　 Mel Tormé,（arr. Peter Knight） ： The Christmas Song

　 ジェイムス・ロード・ピアポント（ゴードン・ラングフォード編曲） ： ジングル・ベル
　 James Lord Pierpoint（arr. Gordon Langford） ： Jingle Bells

～ クリスマス・ストッキング ～The Christmas Stocking
　 日本民謡／ペニー・レイン／イエスタデイ／ダニー・ボーイ／ローズ／
　 ディズニー100年を祝う音楽など
　 Songs in close-harmony, to include Japanese folk song / Penny Lane / 
　 Yesterday / Danny Boy / The Rose / Music Celebrating 100 Years of Disney

ザ・キングズ・シンガーズ／The Kingʼs Singers
【前列左から】エドワード・バトン（カウンターテナー）、ジョナサン・ハワード（バス）
【後列左から】クリストファー・ブリュートン（バリトン）、パトリック・ダナキー（カウンター
テナー）、ニック・アシュビー（バリトン）、ジュリアン・グレゴリー（テナー）

1968年、ケンブリッジ大学のキングズ・カレッジの学生6人によって結成。その比類な
い音楽性と機知に富んだステージ・パフォーマンスで、デビュー後瞬く間にイギリス
音楽界でトップ・アーティストに昇りつめる。国際的にも人気を博し、デビューして50
年近く経った今に至ってもアメリカ、アジア、オーストラリア、南米各国など世界中でコ
ンサートを行って毎年100万人以上の観客を動員し、世界最高のヴォーカル・アン
サンブルとして評価を不動のものとしている。
レパートリーは通算で2000曲以上にも上り、そのジャンルも中世のマドリガルからル
ネッサンス、古典歌曲から現代、そして世界の民謡やジャズ・ポップスなど幅広い。
またこれまでに、べリオ、リゲティ、ペンデレツキ、武満徹、ウィテカーなど各時代を代
表する現代作曲家が200を超える作品を捧げてきた。
教育・育成活動にも力を入れており、レジデント・アンサンブルを務めるロンドン大学
で夏のマスタークラスを定期的に行っているほか、ザ・キングズ・シンガーズ財団の
助成により新進作曲家を対象とした聖歌の作曲コンクールを開催し、入賞者にケ
ンブリッジ大学のキングズ・カレッジ・チャペルにて発表の機会を提供するなど若手
音楽家への支援を行っている。
録音も数多く、中でも2009年にシグナム・クラシックよりリリースされたアルバムで、ま
た2012年にはユニバーサル＝デッカによるウィテカー作品「ライト・アンド・ゴールド」
のＣＤでグラミー賞を2度受賞した。また、今でも世界各国でチケットが続々完売し
公演が激賞され続けていることが評価され、英国の権威グラモフォン誌の殿堂入り
アーティストに選ばれている。今回は2019年以来3年ぶりの来日。

The King’s Singers

～世界のクリスマスソングと永遠のスタンダード～
Program  ※曲目、曲順は変更になる場合がございます。

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1
URL:https://www.nttdata-tohoku.co.jp/
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