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の名前であると同時に、トロピカリズモに続く、ポサノ
ヴァ以後の芸術思想運動の名称でもある。トロピカリズ
モがパイーア出身の音楽家を軸にしていたのに対して、
「クルピ.ダ.エスキーナ」はミナス出身者を軸にしてい

牌剛1勝I體讀

離ブラジルではカルメン’ミランダ以来のシングル，レ
コ一ド売上をあげたという国民的大スター、エリス-レ

たが、ミナスの音楽家たちの特性か、音楽作品へのシリ

ジーナとすでに当時、マエストロとの誉れ高かったアン

アスな態度が単なるイズムに終わらず、豊穣な結果を産
んだといえるだろう。ミルトン’ナシメントは1967年か

トニオ.カルロス.ジョビンの唯一の共演作はブラジル音

ら作品を出しており、現在に至るまでの大半の作品がすばらしく、ブラジルに

ビンは最初、エリスの陣営がエレキ’ピア人エレキ’

楽の全時代を通しての最高傑作との評価がある。ジョ
ベースなどを使用することに全く否定的であったようだ

おける現存する最も偉大な音楽家の一人である。

が、結果的にエレキ楽器の使用がジョビンの作品にこれまでないポップな味を

1141。岡圃闢@间@哪底011^网圓^0^《聰恳亂屋國》

加味し成功した。ジョビンの音楽にいっもよりも抑え気味に密度高くァブロ一

離先に挙げた『“111011 1\18801111611|；0 I 01111)6 03

チするエリスと強力なパフォーマ一（エリス）を得て触発されるジョビンがな

2叫11丨仙』に早くから参加していたミナスを代表するギ

かなか得難い音楽世界を実現した傑作である。

夕リスト、作曲家である。ジャズを聴く人にもファンが多
、い。『011131180 ^1012 (^㊀ら)』に聴くことができるよう
に変化の多い和声進行を使った曲の弾き語りは素睛ら
義續圓隱しい。トンユョ.オル夕のアルバムをひとつだけ挙げ

17110^1011.1X1401

働。‘^1，伫启^7丛 010)01^0^^0《11切财》

春カエ夕一ノ ’ヴエローゾ、ガル參コス夕両者の最初の

るとすれば、『丁011111110份01*13』となると思う。

邶。7層圓&匿淠匿睽网丛网II險屋网7，
10)011^0111^ 仿切切芝!）
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アルバムである。当時、カエターノは25歳、ガルは22

歳だ。このアルバムに見る両者のパファ一マンスは本当

1—り

に素晴らしい。このアルバム以後の二人の作品は70年

雛夕ヴィーニョ，モウラはクルピ’ダ，エスキーナのメン

‘

‘で11111丨丨丨丨丨甲-ぐIII！

代途中まで前衛的な芸術思想運動トロピカリズモを打

バーであった生粋のミナス派のギタリスト、作曲家であ

一』丨‘丨.8：丨1^0^

ち出した作品を出し続けるが、個人的には、現在聴くと

る。私たちがミルトン.ナシメントのアルバムからミナス
らしさを強く印象したときそれは夕ヴィーニョ，モウラの
作品である可能性が高い。例えば、「？3汝台0 2问」の
ように。『00“3ロ丨1*300 008 ？06138 (「詩の企み」)』は

―^111^

なかなかきびしいものがある。1964年からの軍政への
対抗という時代的背景が閨与しているとはいえ、そうしたイズムが解け、音楽
の内在的な価値に回帰していくには時間がかかり、この極めて有能な二人に
とっては残念な時期だったと思う。

詩人のフヱルナンド，ブラントと組んで主に共作を演じ
た素晴らいゝ作品だ。

‘@011匿哪@益011徊跚0鼷“漏、
離膨大な数に及ぶ、ジルベルト’ジルの作品のなかか
らここで選ぶのは彼の最初のアルバムである。彼も盟

【晰8】

友カエ夕一ノと共にトロピカリズモの中心人物で、この
作品以後はカエターノとは別の形でトロピカリズモを反

脑。刚# 10)01^1^^0國《匿圖。11^？

會ギ夕リスト、作曲家、アレンジャーとして活躍するドリ，

映する要素が多く、私個人はァルバム全体を聴き通す

カイミ（ドリヴァル’カイミの長男）の作品はどれをとっ

のがしんどいものが多い。近年の作品では『0 50106

ても驚異的に質が高い。1972年の最初の作品『0017

0510 (1998)』、『(^叱6!^ 06 001-0138 2 1^8(11111133

037111111丨』では全曲、作曲、アレンジもすベて彼自身の

06只丨加0 (八0 乂泠0丨“。じ)』の二つは特に優れており、そちらも是非、聴

手になるものだが、1972年の時点で現在のブラジル音
楽がやっと到達した編曲、録音のサウンドの水準をすで

いていただきたい。

に達成していることに驚く。この時期からすでにブラジル
の最も優れたアレンジヤー、パフオーマーの一人であることを改めてここで確
認しておきたい。

112。危应1伫@訂4ゾ囵麁囵V
《體驢》
會1967年の『00爪11180』や1971年の『0ポ人70(10
V叩00の前半におけるガル.コス夕自身の弾き語りを

聴くと、あのジョアン-ジルベルトが絶賛したというのも

霞刻呦@网II，^01^0^1《聰^)
魅力に取り込まれてしまうだろう。その声とはあまりそぐ

なるほどという比類の無い素晴らしさがある。ガル-コ
スタの作品からトロピカリズモを感じなくなるのは1974
年の『03111311当たりからだろうか。そして、私に限っ

わない超美人で、なお身長は1850111以上という。歌手
になる前は体育の先生、そしてブロ，バスケットポール
の選手になり、ブラジル.ナショナル.チームの一員と

ての話だが、本当に、歌そのものに集中して聴けるよ
うになる作品は1983年の『831^ 031』である。特にこのなかの0』挪311の
「06 ？10厂501？10厂」は素晴らしい、の一語である。

離人はシモーニの野性的な歌声を聴いたら、誰でもその

して1971年の世界選手権に出たことがある（残念なが
ら捻挫してしまいベンチを暖めていた）というから驚き
である。そんな彼女の最初の作品が『5丨1110116』である。他の作品もことごと

1011186 0^650111)1^1

く素晴らしく、現在も新作を出し活躍中である。
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ビ，ダ.エスキーナ』であり、この作品からコンテンポラリー‘ブラジル音楽

參ポサノヴァ以後のブラジル音楽に最も重大な変化をもたらした作品は『クル
春今回、65枚を選ぶためにいろいろと聴いて最も感動したのがこのナナ’力
イミの『！^仰』だ。叩！^」、「(^丨8」、「1^0(1丨11113」をはじめ、どの曲も強
烈な情感を聴くものの心の奥底に浮かび上がらせる。この力量には感嘆するほ

が始まった言えると思う。現代の最も精鋭的な音楽家たち、アンドレ-メマ一
リ、 クリストフ’シルヴァ、アレシヤンドリ.アンドレスなどもこの作品の重大
な影響下に現在も音楽を行っている。『クルビ-ダ，エスキーナ』はこの作品
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暴ナー，才ゼツチはグルーポ，フーモのメンバーであった

曲が3曲歌われているが、実に素隋らしい。このアルバ

り、イタマール.アスンサオン、ゼ一.ミゲル.ヴィズニ

ムは現在は『丁61合55^111(1013即冲』という夕イトル

キ、ルイス，夕チといったヴァングアルダ.パウリス夕の

で発売されている。

主要人物と作品を共作する作曲家でもある。『5310ロ丨111』
はまさにそのような人々との共作がたくさん収められた
素晴らしい作品だ。

2魯。711！1伫麁『匿眩网麁网10)11鋈ゾ[叨麁晓ロ伫丛网伫@111 10)11底膝腰0昝@
圓应胺网麁圆1| IV！呦隱0も遞禱》
會トゥカ.フェルナンデス（同姓同名の男性歌手がいる

II。匿顬叨底胺⑥叨園阅0匿劻叨座晓益叨刚网恳^011，0^0^1回叨网

が別人）はテテ-エスピンドラ、ヴァニア.バストスと共

區瞧011懈II隠，胗丛囵0叻00^(0)1，醫約

に1980年からアヒ一ゴ’バルナべの音楽に参加してい

秦エドゥアルド，グデンは60年代から活動しているモ

ダンなサンバを書く作曲家だ。ヴァングアルダ，パウリ

た。90年代のアヒーゴ.バルナべのオペラ「01明1116
钟0」ではイ夕マ一ル.アスンサオンの相手役を演じ

スタとも繋がりがあり、アヒーゴ.バルナべとの共作も

た。録音作品は私の識る範囲では極めて少なく、『八出80

ある。さらにアヒーゴ.バルナべのグルーブにいたヴァ

831-1131)6 I 01313 01*000(1110 (观。)』、『八0^0

ニア-バストスと結婚してしまった。アレンジャーとして

831-113136丨明ポ6 ^6^30 (设㊀已)』、『し山2 1\4111311丨211汁61^1^6118 (扣川』

も『5(11131^0 011(1111 & ？3111113 0116(163I乙11268 03

とここで取り上げる『し113厂“0309068 06八汀1吕0 831*113136』しかない。トゥ

1\4681113し112 (扣。”』で聴けるように非常にモダンで洗

力.フェルナンデスは声質が柔らかく高音域がテテ.エスピンドラ、ヴァニア.

練されている。1995年に結成したエドゥアノレド’グデン段ノチシア，ドゥン.ブ

ヴァストスたちと違ってきっくなく、なんとも気持ちいい。本当に素晴らしい歌

ラジルの最初のアルバムがここで挙げた『2(11131X10 011(1111& 1\10110135 011111
8「33丨1』だ。このグルーブの初代のリード.ヴォーカルは当時、デビューした
ばかりのモニカ-サウマ一ゾである。ニ代目はルシア一ナ.アルヴエス、三代

手だと思う。弦楽四重奏とピアノだけを伴奏にしたこのアルバムはヴァングア

目はイラナ‘ヴォルコフとなり現在に至っている。しかし、何と言ってもあのモ
ニ力丨サウマ一ゾがリードをとっているこのアルバムが一番いい。

物。1111”麁呦蠡膝麁路叨呦萨；II网1网麁网伫11110
胗底晓晓鹏匿胺迄叨認屋@《亂@關鹏忙〃厕制!）

ルダ，パウリスタの嵐の後で生まれた奇跡のように美しい作品だ。

書ヴァングアルダ，パウリスタの中心人物、イタマ一ル.

アスンサオンとパーカッションの巨匠、ナナ.ヴァスコ

^删錢麁膝底^0^10^4麁阅回1^2囵1^11，网@圆胺駿应|[岡編麁网
咖X傷0遞藝》

ンセロスのコラボレーション作品。全曲、イタマ一ル’

離ジュサーラ.シルヴエイラはバイーア出身の歌手だが、

アスンサオンの作品でそれをナナ鲁ヴァスコンセロスが、

ヴァングアルダ，パウリスタ関係の音楽家との繋がりが

彼らしい色付けを行っているという形で、イ夕マ一ルの

丨
830 ？31110
多く、先に挙げた『26 1\41^1161 ^15111^

音楽作品として最も、高品質に仕上がったものだ。イタ

阳0
では6曲も参加している。アンドレ.メ
マーリ、クリストフ.シルヴァ、セルソ.フォンセカなど

マール，アスンサオンの最後の作品で、2001年に録音
され、2003年のイタマールの死後、2004年に発売された。

の作品にも参加するなど音楽的な精鋭との付き合レゝが
目立つ。『0&11如63 06 037^111111998^など優れた
作品が多く、選ぶのに迷うが、ルイス.ブラジルとのデュエットで全編を通し

獅。^11^0 0

在であったルイス，夕チの率いるグルーポ，フーモの第

た『~01^623』を挙げようと思う。

【0111的 以後】
八

弱。1^13,萨圓圜11隱@，忙^II”蕭1願!^匿疫II瞧备疫4 6屋岡0,體獅》
一會レイラ，ピニェイロは1982年から活動しており、日本
ではボサノヴァ歌手のような扱いを受けているが実際は

《0网回II贤關匿!^！！“艮勝離])

書ヴァングアルダ，パウリス夕のもう一つの代表的な存

^圓:

！，1 I

4作である。メンバーのナ一’オゼッチの歌が素隋らし

い。グルーポ，フーモやルイス，夕チの音楽は現在の
ブラジル音楽に広範な影響を及ぼしており、シコ.サラ
イーヴァ、ゼ一.ミゲル.ヴイズニキ、アンドレづマー
リ、クリストフ.シルヴァ、フラーヴイオ.エンヒキなど

そうそうたるメンツがルイス，夕チと作曲の共作を行っている。

強力な歌唱力を持つ本格派である。彼女は早くからギン
ガの曲を取り上げており、ギンガを表舞台に弓Iき上げた
重要な立役者の一人だ。『〇31：3マ61110 2 011*38301』は
―全曲、ギンガ、アルヂ一ル.ブランキ.コンビの作品を
演じた見事な作品だ。

孤危綱阅矗0网^！！“叨胲网@丛以區麁网丛ド!!隱〃聽禱》
會ブラジル音楽は1991年の『31111ロ163 5八1)301X10』の
登場で一時代を画したと思う。ブラジル音楽にはボサノ
ヴァ、トロピカリア、クルピ.ダ.エスキーナ、ヴァングア
ルダ，バウリス夕など大きく時代を画す分節点があるよ
うに思うが、ギンガの出現もそれくらいの意味があるの
ではないか。少なくともギンガ前とギンガ後という区分
は成り立つと思う。それくらいギンガは重要だ。01111183

11& 關@111& 響！麗‘,福 ^1101^0 胸越題!^;011^0^ 遞侧）
離ゼ一.ミゲル.ヴィズニキもヴァングアルダ.パウリ
スタの重要人物である。ルイス.夕チと同様、ブラジル
のみならず南米全体としても最高学府であるサンバウ
ロ大学の教授だが、音楽の作風は全く異なる。ピアノ
の名手であることもあり、作曲はよりメロディックで和声
は近代フランス音楽的である。ソロ，アルバムはいずれ
も高水準でどれを選んでも良いくらいである。ここでは
『兑0 ？3リ10只丨0』を挙げることにする。一方、ゼ一-ミゲル.ヴィズニキはモ
ダン.ダンスのグル一ポ.コルボの舞台音楽も『~323代出（1995)』、『0叫016
隱 831161；？31*3 0 01-11)30 001”ロ0 “。(把)』、『561X1？1111〖2011〉』など多く 手が
けており、そちらも素晴らしいので是非、聴いていただきたい。

の作品はどれも素晴らしく選択は難しいが、ロ303加113』を挙
げようと思う。

24

界 65 ^381:61^)16068 0デ 81“321113111\411810

861601:6(1わ丫 1^010111^0 ？13111336

？1^1161*03 & 01311013 1^38561’
I丁3113111311 口。“)』での「此。。!!!；!"。」、「8003

II呦遣)圓“备鬚划底沒0 0 ^0^010)1圆40111，0紀復“0^淠國氣遞1140

06 51111はシコ.ピニェイロの曲が素晴らしい成果を生んだ例である。シコ-

暴現代のブラジル最高の歌手、モニカ，サウマーゾが

ピニェイロのソロ ’アルバムは『“6�3-1^0�!；61\4610“013

『01化0

ギンガとパウロ.セーザル.ピニェイロとのコンビによる

？11111611*0。。。己)』、『丁1161“6‘3八3101*11111151016 (卻扣)』と3つありいずれも

作品だけを演じた近年、まれに見る傑作。譜面になっ

素晴らしいがーつ選ぶとすれば『011丨00 ？丨油6か0』となる。

ていない曲も多く、録音テープから譜面におこしてから
制作に入ったということだ。弦楽と木管を中心とした室
内楽の編成をチアゴ.コス夕、ルカ.ハエリ、ネルソ

啦。问麁制]00^网回II问启^麁网回麁入@1^011,11屋！呦10必刚问矗

ン’アイレス、テコ，カルド一ゾなどが、珠玉のアレンジ

爆アミルトン，ヂ，オランダの最近の音楽はショーロ、

を施し、そのうえにモニカ-サウマ一ゾの歌が乗るというまさに夢の様な作品

ジャズ、という枠を超えて、マンドリンの超絶技巧のみ

だ。おそらく、これから先、何十年も聴き継がれていくに違いない。

ならずブラジル音楽の新しレゝ局面と可能性を切り開い
た素晴らしい達成だと思う。完全なマンドリン.ソロの

赠。萨越])仏备屬！!^!^),贤越])^驗顯610^0011，@萨圓氣聽傷!）

『？610阶38丨1ロり巧)』も凄いのだが、彼の音楽では珍

書パウラ，サント一口はモニカ，サウマーゾと拮抗しう

しく軽妙さのある『〇83丨16 00八11116丨出0113』を選び

る力を持った唯一の歌手だと思う。作品の数がまだ、少

たいと思う。

なく残念だが、これから少しずつそのことが 明されて
いくのではないだろうか。今年、『？31113 8311101-0 2 1311
？叫1血1I1\4过31“3
（之。^』という作品が出

廟。ヅ關!!^ II似]呦鱼匿0險屋0圆瞧0110丛阅矗《麓)低!）
！書ヴェント’エン.マデイラはレア’フレイリ（？丨)、テコ.
\ ‘

カルド一ゾ(；�，？丨)、チアゴ.コス夕（？)、フヱルナン

るようなので楽しみだ。パウラ.サント一口のソロ.ア
ルバムは『？31113 8311！；01‘0以。。。)』と『“3扩0〇“611

丨ド.ヂ.マルコ佴)、ェドゥ.ヒべイロ（！)!"）というブラジ

！^冊加(20^2)^のニつしかなく、あとは『】0台0 1^31)1100�01116331111)3。。。巳)』

Iルのトップ.ミュージシャンによるメンバーの作曲作品

で8曲ほど参加しているのが主要なものだ。マリオ.アデネーの『じ爪0111肛

を演奏するユニットだ。ジャズということもできるがモニ
力，サウマーゾもヴォイスで参加するなど高度な乂？8
と言って良いだろう。^61110 2111恤制馆〈2010)^1，‘“81-381113113即⑶』と

80)31-6 ^113-1.01303

で2曲歌っているがこれがパウラ’サント一ロの

本当の実力を示したものだ。ギンガの『0333 06 ”113。(幻刀』における歌も
素晴らしい。ソロ.アルバムとしては『？31113 5311101“0』を挙げようと思う。

2作品あるが、後者を挙げることにする。

【11157�
111^111^11
I現代の，丨鉍】
4‘ 111)^00
！萨！^隱11咖@《0网011陳网回II网11，2綱到

歡1(0^1胺#丛[呦麁^屋胺网11參魯^)
餐今年、4月にエグベルト’ジスモンチのコンサートを

1978年から活動していたウアクチは2015年に活動

東京で見ることができた。68歳という年齢でギ夕一と

停止、解散した。独自の活動のほかミルトン，ナシメン

ピアノを完璧にコントロ一ルし、素晴らしい音楽を実現

ト、セルジオ.サントス、アレシヤンドリ.アンドレスな

するその力量と精進の深さに深く感銘した。まさに現在
のブラジル音楽の頂点に立っている音楽家だというこ
とが実感としてよくわかり、アンドレ，メマ一リを始めと

どの作品に多数参加し、ミナスの若い音楽家たちにも
大きな影響を与えてきた存在であった。その最後の作
品が『？1306伽0』である。この作品ではメンバ一のア

して多くの音楽家がインスパイアされていることがよく

ルトウール.アンドレス（アレシヤンドリ'アンドレスの

理解できた。『八11113 (⑷已ア)』は今回のコンサートに近い感じを経験できるア

父）の作曲作品がこれまでで一番多く収められていて、聴きやすいと思う。

ルバムである。

撒―圆@备題國^,111^(0)1^ 110匿瞧晓《隱忙磐@圓氣遞蝴)

樣擺10)^1腳酬喊^0，^011直!^認1ダ愿越？匿肛遞藝》

會セルジオ，サントスはパウロ，セーザル，ピニェイ

離今やブラジルの先端的な音楽を担う寵児のような存

ロのパ一トナーの作曲家として200曲以上を録音に残

在となったアンドレ.メマ一リだが、登場からすでに20

し、アレンジャー、プロデューサ一として長年活躍した

年弱が過ぎている。多くの素睛らしい作品を積み上げ

後に、38歳になってやっとソロ’アーティストとしての
スタートを切った遅咲きの音楽家である。出来上がっ

てきているので、作品の一っを選択するというのはなか

てから始めた人なのですベての作品が完璧という現代

だ。また彼のソロ.アルバムではないが、『八化兀抓か6

のブラジル音楽界でも最も優秀なアーティストのひとり

だ。従って選定が難しいが、アンドレ.メマーリ、ホドルフ才.ストロエテー

八11(11^3I1^303X611*3 ？161(18
は音楽監督、演
奏で参加し、素晴らしい結果を出しいている。ただ、アンドレヴマ一リをずっ

ル、テコ.カルドーゾ、トゥチ.モレーノといったブラジル…ジャズの精鋭が

と見てきていると『…06人び0阳8 5 乂31833。(^印』という作品が、彼が最

集い最先端のをつくった『乙11:01*312 1111；61“100を挙げようと思う。

もェネルギーを注ぎ、結果的に彼の構想を最も適切に表現した作品となった

II

なか難しい。『031116丨1*0卻卬』はその候補のひとつ

と思う。これがアンドレ.メマーリだ、といえる作品である。
狐区画獅“@1^驅^糖/圏阿!隠!?)01^10)111^
遞暫》
爆クリストフ.シルヴァはマケリー.カーと共に2000
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履伫剛伫@萨酬问11隱@,^0^圆网鹏顺@《園![^圓氣

年代にミナス音楽の中興に尽くした人物である。アント

會レア，フレイリのヴェント，エン，マデイラと並んで

ニ才.ロウレイロ、アレシヤンドリ.アンドレス、ハフア

シコ，ピニェイロのグルーブはブラジルのジャズのトッ

ェル，マルチニなどはミナス’ジェライス連邦大学の直

ブを行く存在だ。そして彼はアンドレ，メマ一リと同

接の後輩であり仲間である。音楽的にも最も成熟して

様に凄腕のジャズ，プレーヤ一であるとともに“？8

おり、現代ブラジルで最高度の音楽を作っている。彼個
？0れ0(2007〉』、『061^3
人のアルパムは『5爪？6

の作曲家だ0『丁3!:ねロ3 ？317“3斤31^3110乂36ロ沮11丨
1^1^1111101156 口。“)』の「じIII？丨11X10」や『33011117

亂匿隱10)11國机^，！隱匿网圓邮《聽讀

と2っありいずれも優れているが、ルイス.タチ的ヴァングアルダ.

ミナスの女性歌手、ブリーザ.マルケス、コリーニ.コ
ヘア、デア.トランコ一ゾ、イレ一ニ.ベル夕チ一ニ、ジュ

パウリス夕の香り高い前者をここでは挙げる。

リアナ.ペルデガォン、リヴィア’イタボライ、リジア.コ
ンデ、マリ一ナ，マシャ一ドが集合したまさに「ミナスの
彼女たち」という名のユニットのデピュー作である。曲も

服麁网！！“归)國@！^叨膝國晓@ 0 ^6《區@1^网吻‘黑讀
アントニオ.ロウレイロは鍵盤打楽器、ドラム、ピア
ノ奏者としてジャズ，インブロヴィゼ一ションも第一級
のレベルでできるうえで、シンガー，ソングライターと

ほとんどすべて女性が嘗レ、た作品だ。この中でほとんど無
名のリヴィア，イタボライの歌が本当に素晴らしい。今後の活臛を期待したい。

しても才能を発揮する新世代ミナス派から登場した逸
材だ。セルジオ.ペレレ、ファビアーナ.コッツァ、レ
オノラ，ヴェイスマン、マルセロ ’ブレート、ハファエ

[その他]

ル暴マルチニ、クリストフ.シルヴァなどを歌い手に招

狗。呦直劂@底胗网訂，麁睽^011^11,01(0)1仏回隱7
^1^0^
齒4网回‘ 2011211
マリオ.アヂネーには『乂丨1化丄0わ〇8 001-3930

\1 \1110

？0ロ11131”というヴィラ：ロボスのポピュラー

\ I I I \
丨《》1“ト

音楽を取り上げた作品があるが、『じIII011131- 501)1*6
V出3,し01)08』はヴィラ：ロボスの「830:11丨31133
81-3311611-38^などクラシック作品を中心に歌もつけて

\1〕\1 I

いて比較的自分の歌は少なめであった『八11101110し0111*6�1*0

に対し

て、『56』ではゲスト歌手は少なく抑え、自分で多くを歌い、より彼の個性を
出すことに成功している。

德。麁1111災4网回胺II丛网回腰，呦丛^瓦國隨『！！啦备“綱对
近年のブラジル音楽の最大の成果の一っといえるの
讓がアレシヤンドリ.アンドレスの？⑷咖』

“VIである。ミルトン.ナシメントの『クルピ.ダ.ェスキ厂”ナ』からぴったり40年後に現れた現代のクルピ’ダ’

演じている。モニカ.サウマ一ゾはいつものごとく素隋
らしいが、パウラ，サント一ロが極上のパフォーマンスを示している。

エスキーナであり、アレシヤンドリ.アンドレスもそれ
胃を意識している。素睛らいゝ楽曲にタチアナ-パ一ハ、

劍。1^1^0111)11^，1^140^^(111+11，副"11^，隱删夠
カルロ一夕.マルケスという女性作曲家、ギタリスト

モニカ.サウマーゾ、イレシらの歌、音楽監督を務めた

の58歳にして初のソロ ’アルバムである。女性版のギ

アンドレ’メマーリのピアノ、ウアクチのパーカッションなど陣容も豪華極ま

ンガというべきか、自分では歌わずにシコ，ブアルキ、

りなく、それらがすべて最高の結果を残した大傑作である。

ジョルジ.ヴェルシーロ、レイラ.ピニェイロ、ファッ

チマ，ゲヂス，クラリシ.グロヴァなどそうそうたる面々
が登場する。曲とアレンジの良さは聴くものをして必ず
楽しませるだろう。

4钦泽丛呦呦甘『0益耻1晓@丛‘昝II底矗网4錢II胺，11”矗01鬭麁网

《蕭爛I雇4》

アメリカの著名なパーカッショニスト、サミー.フィ
ゲロアがミナス出身の歌手、グラウシア.ナセールを迎
えて作った形のアルバムだが実際にはサミ一，フィゲ

亂麁阅丛^0^彳8101^0070『0阅队聽德》
ァナ，コス夕は圧倒的な歌唱力を持つ本格派の歌手
であると同時に作曲家である。サンバ歌手の定義を超

I八115圓

えた側面を持っておりここで挙げた『1^0ヮ03八け03』
でもカルリ一二ョス.ブラウン、ルイス.夕チ、セル

ロア以外は全部、ブラジルのミュージシャンでグラウシ
ア’ナセールのソロ，アルバムとみなして良い内容だ。
グラウシア’ナセールは『01311(^3 1^38861”(扣!^)』、
『86111 06111315。(^已)』、『八め如 1^11111 86^1111010

ソ，フォンセカの曲を取り上げたり作曲をゼリア，ドウ

(乞。!^)』、『\^31111301“3 “。川)』、『21110383 (之り巧)』のソロ’アルバムがある

ンカンと共作したりしている。他にも『乂611 031“113乂31
(ヱ。。。)』、6 0 “61ヒ0『しII明で“。じ)』、『？6108

が、『丁3113111311』は参加ミュ一ジシャンの演奏が素晴らしく一番の出来だ。グ
ラウシア.ナセールの歌が、何よりも良いが、、ベーシスト、フェルナンド.ホー

03111111[！08 00 50111“(^引』があるがすべて素晴らしい。

ザの演奏は凄くて驚かされる。

骑。伫仏膝0备备11ら輸狐晷麁岡4仁，@^1“0^0？1^01

繩I區隨伫@險屋リ^0)11齒4忙@隨11涧0萨晓II弱,體腿》
コブラ.コラルはミナスの力ドゥ.ヴィアナ、ペドロ.

圆咖7座1遞腿])
クラリシ，グロヴァはリオ出身の歌手、作曲家である。

モライス、フラーヴィオ.エンヒキという三人の作曲家

1981年からソロ，アルバムをだし、現在、6枚ほどに

とソロ，シンガーであるマリアーナ，ヌネスが、加わった

なる。アルトウール.ヴヱロカイの口。。？)』、
クリスチ一ナ’サライ一ヴァの『30 0311？30

4人編成のコーラス，グルーブである。シリアスすぎ

カルロ一夕.マルケスの『1\4318“0116-？611611；0 “。四』

ティのポップ，ミュージックを聴くことが、できる。第二

るミナス音楽ではなく正反対の明るく美しVゝ最高クオリ

に参加している。2005年からはリオのコーラス.グルー

作、『？1*3 03(13 1)111561’〇0116 6 “の巧)』が出てお

ブ、ノス.クアトロのメンバーとして活動している。素睛らしい歌手なので是

り、これもいいのだが、単に出た順番で^001)1-3 001*31』を挙げることにす

非、聴;いていただきたい。

る。

列。01懂III阅111，咧贤底麁呦麁副111^《0网胗鹏匿网關网！！“艮聽滅》

リス.ヴァレンチはミナスのシンガー.ソングライ夕一
でクルピ，ダ，エスキーナのロー，ボルジヱス的フォー

歡II1删04疫哪网III防^ ,隱贤越！！論10)0阿顯ぬ膝伽^!！“@胺艮聽綱)!)
サンパウロ出身の夕ニア，グリンベルグのデビュー，
‘アルバムである。アコ一スティック.ギター、アコース

ク，ロックというかポップ.ミュージックをやっているの

勺’ヾティック‘ベ-スをバックにト：にフォーク，ミュージック

だが、声の軽さに類例のない魅力があり、ここに挙げ
た。00が手にはいらない場合、501111(101011(1にある
ので聴いてみてください。

^胃^^^を歌う作品だ。夕ニア，グリンベルグの澄んだ清楚な声
：‘：：知，，は実に素晴らしく、アルゼンチンのニュー.フ才ルクロー
^

112乂灰し別丁日

レの女性歌手とは全く違う他に代えがたい魅力がある。
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