
ゲンズブールの曲をジェーン・バーキンが
シンフォニックにカヴァー！
オーケストラ編曲・ピアニストとして中島ノブユキが参加。
指揮者に栗田博文、
演奏には東京フィルハーモニー交響楽団を迎えた贅沢なひととき。

オーケストラ編曲・ピアノ：中島ノブユキ   指揮：栗田博文   管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

 一夜限りの
スペシャル
公演決定！

 一夜限りの
スペシャル
公演決定！

■招聘・企画制作：ワーナーミュージック・ジャパン／キョードー東京インターナショナル　　■主催：ワーナーミュージック・ジャパン／キョードー東京／キョードー東京インターナショナル／朝日新聞社／ぴあ     ■後援：在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本　　■協力：POSSION HeADS / ユニバーサル ミュージック

S席：¥25,500　　                                    A席：¥13,500  B席：¥11,500 〔全席指定・税込〕             (1階席前方 / CD『シンフォニック・バーキン＆ゲンズブール』付予定)
※未就学児童入場不可
※チケットはお一人様1枚必要です

【お問合せ】キョードー東京　0570-550-799　( 平   日 11:00～ 18:00    土日祝10:00～ 18:00） 

チケットぴあ http://w.pia.jp/t/janebirkin/受付
 URL0570-02-9999 Pコード 331-564受付

電話

※ 0570で始まる電話番号は一部携帯電話・PHS・IP電話からは利用不可。

バ ー キ ン  -  ゲ ン ズ ブ ー ル 　 ザ ・ シ ン フ ォ ニ ッ ク
B i r k i n  -  G a i n s b o u r g  T h e  S y m p h o n i c

janebirk in- japantour .com

開場 17:00 開演 18:00 8月19日[土]

ジェーン・バーキンがゲンズブールの曲を
東京フィルハーモニー交響楽団をバックに歌う特別なコンサート！

日仏交流コンサート AVEC 第 6回



シンフォニック・バーキン＆ゲンズブール
＜BIRKIN GAINSBOURG LE SYMPHONIQUE＞

価格：¥2,400( 本体 )＋税    品番：WPCR-17692 

ゲンズブールの曲をジェーン・バーキンがシンフォニックにカヴァー！
オーケストラ編曲・ピアニストとして中島ノブユキが参加。

NOW ON  SA L E ワーナーミュージック・ジャパン

ジェーン・バーキン最新アルバム

　1911 年創立。日本のオーケストラとして最古の
歴史をもつ。メンバー約 130 名、シンフォニーオー
ケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。
名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アン
ドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイ
ル・プレトニョフ。定期演奏会等の自主公演、新国
立劇場などでのオペラ・バレエ演奏、放送演奏、教
育プログラムのほか海外公演でも高い評価を得る。
2015 年 12 月には日韓国交正常化 50周年を記念し
てソウルと東京の 2都市でチョン・ミョンフン指揮
ソウル・フィルと合同演奏会を行い国内外の注目を
集めた。

東京フィルハーモニー交響楽団
1988 年、第 23回東京国際音楽コンクール指揮部
門において第１位優勝を果たし、翌年、国内主要オー
ケストラを指揮しデビュー。1989 年に渡欧。同年、
第1回アントニオ・ペドロッティ国際指揮者コンクー
ル（イタリア）に入賞し国際的な評価を確立。
1995 年、第 1回シベリウス国際指揮者コンクール
（フィンランド）の最高位に輝く。同年、フィンラ
ンド放送交響楽団より招かれ、ヨーロッパデビュー
を果たし大好評を博す。国内外の活発な指揮活動と
ともに、国立音楽大学客員准教授を務め、後進の指
導にも力を注いでいる。クラシック音楽の古典から
現代作品まで、幅広いレパートリーを持つほか、様々な
ジャンルとのコラボレーションも積極的に行っている。

栗田　博文
ソロアルバム『エテパルマ』『メランコリア』『散り
ゆく花』等発表。NHK大河ドラマ「八重の桜」や
ドラマ「神様のボート」、映画「人間失格」「悼む人」
等の音楽を担当。また畠山美由紀や菊地成孔等のア
ルバムおよびコンサートの楽曲提供や編曲を担当す
る。2011 年、東日本大震災チャリティーコンサー
トにてジェーン・バーキンと出会い「Via Japan ツアー
｣（2011 年～）、「GAINSBOURG SYMPHONIQUE 
ツアー」(2016 年～) に音楽監督（編曲及びピアニ
スト）として参加。ワルシャワにて録音されたジェー
ン・バーキン最新アルバム「BIRKIN / 
GAINSBOURG - Le Symphonique」（全編曲およ
びピアノを担当）が 2017 年 3月 世界発売された。

中島ノブユキ

　女優のジュディ・キャンベルと、フランスのレジ
スタンス運動家で英国海軍将校のデヴィッド・バー
キンの娘としてロンドンに生まれる。17 歳で初舞台
を踏み、1965 年に作曲家のジョン・バリーの音楽
によるミュージカル・コメディ『Passion Flower 
Hotel』の出演者に選ばれる。彼女とバリーはほど
なくして結婚、1967 年にケイト・バリーが生まれる。

　20歳のときジェーンは、カンヌ映画祭でグランプ
リを受賞したアントニオーニのスキャンダラスな映
画『Blow-up（欲望）』で注目を集めた。その頃、
フランス映画『Slogan（スローガン）』のセルジュ・
ゲンズブールの相手役として、ジェーンはスクリー
ンテストを受ける。フランス語がほとんど話せなかっ
たジェーンだが、カメラの前での見事な演技を認め
られ、役を手に入れたのだった。

　この運命の出会いによって、バーキンとゲンズブー
ルの神話的ラブストーリーは 1969 年パリか

ら始まった。彼らが一緒にレコーディングした代表
曲『Je t’aime moi non plus』は過激な表現を含み、
ヴァチカンで発禁処分となり、BBCでオリジナル・
バージョンが放送禁止になるなど世間の注目を集め
た。この影響もあり数ヶ月の間に 100 万枚のレコー
ドセールスを記録した。
　９ヶ月後の 1971 年、娘のシャルロット・ゲンズ
ブールが生まれる。

　1975 年、セルジュとジェーンは映画『Je 
t’aime moi non plus』で再び共演した。
　清教徒の生みの親であるフランスは怒り狂い、評
論家からバッシングを受けたが、フランソワ・トリュ
フォーは『la masque et la plume』の中で絶賛し、
公開以来フランスから東京まで知れ渡る、伝説的な
映画となっている。

 1983 年にはジェーンはセルジュと別れ、ジャック・
ドワイヨンと暮らすことになる。1982 年には彼と
の間に彼女にとっての３番目の娘、ルーが生まれた。
ドワイヨンは『La fille prodigue（放蕩娘）』や
『La Pirate（ラ・ピラート）』を手がける映画監督。
『La Pirate』は大きな評判を呼び、カンヌ映画祭への
フランスの公式出品作品となった。

　ジェーンとの別離に苦しむゲンズブールは彼女の
ために『バビロンの妖精（Baby alone in 
Babylone）』を書いた（チャールズ・クロス賞）。
本作はゴールド・レコードとなり、それ以来ジェー
ンは、「彼の女性的な面」、「彼の壊れやすい半身」と
なって、苦痛に満ちた「Fuir le bonheur de peur 
qu’il ne se sauve」や「dessous chics」などの歌
で悲しみや別離を歌っているという。
アルバム『Amours des feintes（いつわりの愛）』が、ゲン
ズブールがジェーンに捧げた最後の作品となった。
彼は 1991 年３月２日に亡くなった。

ジェーンに「ゲンズブールを歌い」続けてほしいと
願うファンたちの願いは、1996 年に『Versions 

Jane（追憶のランデヴー）』が発表されたことで叶
えられた。ゴラン・ブレゴヴィッチやセネガルのパー
カッショニストのドゥドゥ・ニジャエ・ローズといっ
たさまざまなアーティストが、ゲンズブールの若き
日のレパートリーからの 15曲をオーケストラ編曲
している。

　2002 年、ジェーンは自分なりのやり方でゲンズ
ブールの音楽を守ろうと決心し、「同時にアルジェ
リア人、アンダルシア人、ジプシーも」と考えていた。
彼女は彼をできる限り広く、若いオーディエンスに
伝えていきたいという想いで、『アラベスク』と呼
ばれる新しいショーを作った。『アラベスク』はの
ちに世界中で 400 回以上も行なわれることになる。
彼女とゲンズブールのアーティスティック・ディレ
クターである Philippe Lerichommeが、アルジェ
リア人ヴァイオリン奏者のDjamel Benyelles と仕
事をするようにアドバイスをし、彼のヴァイオリン
の影響でゲンズブールの歌がアラビア風の曲に見事
に共鳴した。

　　2007 年、彼女は監督兼俳優としての第２作目
『Boxes』（共演はミシェル・ピコリ、ジェラルディン・
チャップリン、モーリス・ベニシュ、チェッキー・
カリョ、ナターシャ・レニエ、ルー・ドワイヨン）
を発表、カンヌ映画祭のオフィシャル・セレクショ
ン（コンペ外作品）にエントリーする。また彼女は
作家で監督兼俳優のワジディ・ムアワッドと共に彼
女のために書かれた劇『La Sentinelle』に登場した。

ジェーンび活動は多岐に渡り、移民やアウン・サン・
スー・チー解放のためのチャリティ活動、福島での
地震と原発事故の支援コンサートへの参加などがあ
る。このイベントで彼女は中島ノブユキに出会い、
彼はのちに、セルジュ・ゲンズブールの死後 20年
を記念する新しいツアー『ジェーン・バーキン、セ
ルジュ・ゲンズブールを歌う＜VIA JAPAN＞』の
アーティスティック・ディレクターになった。

JANE BIRKIN 
ジェーン・バーキン


