
お気に入りＣＤ（１） 梁詠琪「Ａｍｏｕｒ」  

 
僕の中華ポップス熱はここから始まりました。 

昨年のテレビの中国語会話のオープニング曲「I Wish I Was」の入ったＣＤ「透明」を買いに行きました（こういう人多いか

もね）。 

その時「透明」は店頭になく、取り寄せとなったため、その場においてあったＣＤを買うことにしました。 

それがこの「Ａｍｏｕｒ」でした。 

最初はどんな歌手かも全く知らなくて、とりあえず「透明」と同じ歌手で、普通語のＣＤなので買ったという程度でした。 

 

帰って聴いてみると、１曲目「花火」：落ち着いたピアノに伴って透明感のある歌声が。 

次いで２曲目「Ａｍｏｕｒ」：３拍子で心地よい歌声・・・ 

その頃まだ歌詞は今ひとつ理解できませんでしたが、なんとなくピンとくるものがありました。 

 

人には各自が耳ざわりのいい（こういう言い方は正しいのかわかりませんが）声質というか、 

周波数といったものがあるのではないかと思います。 

もっと昔、ラジオから流れてくるあるＤＪの声を聴いた時にも一度同様のことがありました。 

「あ、この声いいな！」という瞬間です。やはりその後しばらくそのＤＪの番組に入れ込んだことがあります。 

 

もちろん、声質だけの問題でもないのでしょう。次に買った「透明」も、 

もちろんお気に入りの一つではありますが、その後いくつものＣＤを買うきっかけにまでなったかどうかは定かではありません。 

 

「あなたの傍にはいられないけれど、ずっと遠いところで同じ月を見ています。（Ａｍｏｕｒ）」 

 

それにしても、この梁詠琪の応援サイト（http://gigi.cup.com/）はすごい！とても参考になります。一度挨拶に行かなきゃね。 

 
 

お気に入り CD（２） ”Latenight Betty”  

 
中華ポップスではないのですが、最近結構気に入っている CD を一つ紹介。 

Pepe & The Bottle Blondes というグループの Latenight Betty というアルバム（２０００年）です。 

 

シンガポールの That's CD Shop で中華ポップスを僕が買い漁っていた時、嫁さんが試聴して気に入って買っ

たのですが、 

僕も結構気に入っています。 

ラテン系の曲なんですが、歌詞は英語やスペイン語（たぶん）、はたまた中国語でも歌っている風変わりなも

のです。 

中華系のグループかと思ったら、アメリカ人の男１人、女２人でやっています。 

First Album で、ちょっとレトロなラテン系の曲、中に有名な Sing Sing Sing なども入っています。 

どこがいいのか。なかなかうまく言えないのですが、ちょっとあやしげでＢ級のニオイがするところが面白いと思います。 

発売元が Geisha Boy Records というのも何か怪しげ。 

 

誰か聴いているいるかなと思ったら、cafeblue さんのＪＡＺＺのところ（リンク切れ）に紹介されていました。 

Amazon（http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B00004UDE8/o/qid%3D964759976/sr%3D2-4/102-8070273-2027324） 
で買うこともできますが、好みが分かれるところでしょう。試聴もできます。 

ラテン系のお好きな方は一度聴いてみてください。 

 

彼らのサイト 

http://www.bottleblondes.com/ 

  



お気に入りＣＤ（３） 容祖兒「獨照」   

 
梁詠琪が僕にとって中華ポップスの扉をあけるきっかけであるとしたら、 

この容祖兒や S.H.E.（またの機会に紹介）は色々な歌手を聴いてみようとする動機になったＣＤといえます。 

これは昨年１２月頃に発売されたＣＤです。 

 

それまで梁詠琪とテレサ・テンくらいしか知らなかった僕ですが、 

たまたま中華ポップスのベストテンのサイト「北京音楽台の排行榜」（http://music.yule.tom.com/hits/index.html）

に入って聴いたのが、このＣＤの中の「獨照」という曲でした。 

 

「獨照」の「照」は「照片（写真）」のことで、 

「合照（＝二人で撮った写真）」に対して「獨照（＝写真は一人になってしまった）」ことを示しています。 

 

「記憶は写真。いつでも取り出してみることがことができる。」 

「私たちの写真には、当時のやさしさや深い愛がその中に見える。 

 （しかし）あなたがいなくなって、物語はそこで止まってしまった。 

 （それでも私は）奇跡が起きるのを信じています。」（獨照） 

 
 
 

お気に入り CD（４） 梁静茹「戀愛的力量」  

 
中華ポップスを聴いているひとにとっては今更なんですが、やはりこれをあげておきます。 

詳しくは凸ぷうさんのサイトのここ（残念リンク切れ）をご覧下さい。（なんと他力本願＾＾；） 

 

それまで僕は梁静茹を聴いたことがなかったので、ベストアルバムでまず聴いてみるべしと思って買いました。 

実はこの CD、初めて聞いた時にはあんまりインパクトがなかったのです。 

（梁静茹の最新アルバム「燕尾蝶」の方が僕には格段に第一印象が強かった。） 

なのに、何回か聴いていると耳に残ってくるんです。 

何故でしょうね？ 

あんまりそういう経験は今までなかったのですが。 

耳に残る、というのはカラオケには向いているんでしょうね。 

カラオケでよく歌われるというのもうなづけます。 

 

「声は笑っているけど、私の眼には涙があふれているのを、電話のむこうのあなたは知ってますか？ 

 

もし世界がそんなに大きいというのなら、どうしてあなたを忘れる場所がみつからないのでしょう？ 

もし世界がそんなに小さいというのなら、どうして私の気持ちはあなたに届かないのでしょう？」（聴不到） 

 

あと、この CD の中の「不想睡」は「島唄」のカバーです。 

 
  



再び閑話休題：お気に入りＣＤ（５） 陶喆(David Tao) 「黒色柳丁」「Ｉ’ｍ ＯＫ」  

 
花粉症の話をするとアクセス数が増えるのでうれしいのですが、そればかりですと疲れてきますので、ちょっ

とコーヒーブレイクです。 

 

よく聴く中華ポップスは、圧倒的に女性シンガーのものが多いのですが、 

ロリコンと思われそうなので（笑）、男性シンガーについても紹介します。 

 

現在注目している男性シンガーは、周杰倫と、この陶喆です。 

僕は最初「黒色柳丁」から入ったのですが、一番最初聞いた時は、「あ、これは僕のジャンルではないわ。」と

思いました。 

特に１曲目の「黒色柳丁」はロック色が強くなじめませんでした。 

ところが、しばらく聴いていくと、「１２３４紅楼夢」あたりで「結構いいじゃない」となり、 

「月亮代表誰的心」あたりで「あ、このＣＤいいね」となりました。 

 

 
音楽のことは全く素人ですので、好き嫌いで判断してるんですけど、 

この陶喆の曲というのは、彼独自のメロディーラインみたいなものがあるように思います。 

また、「月亮代表誰的心」やＣＤ「Ｉ’ｍ ＯＫ」の中の「夜来香」は昔からある曲のフレーズをモチーフに彼風にアレンジ

して歌っていて、 

それがすごく新鮮です。 

 

陶喆については、David Tao & Soul Power Diner（残念リンク切れ）や、YUKIE's Campur cafe（http://campurcafe.exblog.jp/1525844/）

あるいは、中華ポップの溺れ方（リンク切れ）、 

さらに、台湾美男楽園・玉手箱（http://chstar.hp.infoseek.co.jp/）などに詳しくか書かれています。 

 

あと、陶喆のＨＰ（http://www.davidtao.com/）がカッコイイ!!おじさんから見てもかっこいいと思いますよ。 

 
お気に入りＣＤ（６） 蔡依林 「城堡」  

 
昨年かなり売れたそうで、中華ポップスファンならご存知の人も多いでしょう。 

売れるにはそれなりの理由があるのでしょう。曲からもオーラが感じられます。 

 

僕が特に好きなのは、愛情三十六計、就是愛、檸檬草的味道、海盗、Love Love Love。なんだ、ほとんどの曲

じゃないの。 

特にＭＶで就是愛、Love Love Love を見て僕ははまってしまいました。 

「少男殺手」と言われるそうですが、十分「中年男殺手」でもあります。 

 

「どうしよう。夢の中ではあなたは知らん顔。 

 どうしよう。何が必要かわかりますか？神様。 

 もし、愛がそよ風なら、あなたと一緒に風に吹かれて 

 空気も甘い香りになる。」（就是愛） 

すごくふんわりとした幸せになりそうなこの曲、作曲が周杰倫。こんな曲も作るんですね。 

 

余談 

このＣＤの中の、「乖猫」という曲があります。この曲、うちの子供たちのお気に入りなんです。 

なぜか・・・ 

この曲の中に「・・・同一地點ｲ尓永遠是那一套 ﾛ苗ﾛ苗 我不要～」という部分があるのですが、 

ここが、「・・・トイレで見失った、ミャオミャオ ミャオミャオ どこや～？」と聴こえるんです。 

子ども達は猫を追いかけている曲だと思っています。 

タモリのそらみみアワーに出せるかな？ 

ＣＤ持ってる方は一度そういうつもりで聴いてみてね。(^_^) 

 
 
  



お気に入りＣＤ（７） 孫 燕姿 「Ｔｈｅ Ｍｏｍｅｎｔ」  

 
この CD の中に収められている曲「偶見」（出会い）は、 

先に紹介しました映画「ターンレフト・ターンライト（原題「向左走向右走」）の中で歌われている曲です。 

ターンレフト・ターンライトに出てくるヒロイン、ジジ・リョンも同じ曲を広東語と国語で歌っていますが、 

この曲は僕は孫燕姿の方が好きですね。 

 

孫燕姿はそれまで、台湾の携帯の CM 曲「就是這様」を歌っている販促 VCD でしか見たことがなく、 

すごく元気のいいアイドルとしか思っていませんでした。 

 

ところがこの「遇見」という曲を孫燕姿が歌っているのを知り聴いてみるとこれがすごく良かったのです。 

彼女の声には独特のビブラートが効いていて、僕はバラードの方が好きですね。 

 

「私は誰と出会うのでしょう。そこでどんな話をするのでしょう。 

 私が待っている人は、遠い未来に。 

 地下鉄と人ごみから風を聴き 

 愛のカードを持って私は順番を待っています。」（偶見） 

 
 
お気に入りの歌 「老鼠愛大米」  
先日、知り合いの中国留学生が帰国から帰ってきました。 

今、向こうで流行っている歌があるよ。 

「老鼠愛大米（ラオシュー アイ ターミー）」という曲だそうです。 

早速、インターネットで探してダウンロードして聞いてみました。 

楊臣剛さんという男性が唄っているバージョンと、香香という女性が歌っているバージョン、 

香香の英語バージョンなどがあります。僕は香香の歌い方が好きですね。 

 

誰か、紹介してるかなー、と調べてみると、 

はらてんさん「China Expert」に紹介されていました。 

 辞書には載っていない中国語新語情報（China Expert 別館）（２００５年２月５日号) （リンク切れ） 

そこの紹介によりますと、「インターネットシンガー」と呼ばれる人たちだそうです。 

 

多分、インターネットでしばらく流して評判がよければアルバムを出すのでしょうね。 

僕も香香のＣＤが欲しくなりました。 

 

上で紹介されていたところをたどっていくと、ストリーミングでも曲が聴けますので、 

一度興味をもたれた方は聞いてみてください。 

 香香 曲＋写真 ストリーミング（http://ent.sina.com.cn/a/2004-11-05/1334556233.html） 

 楊臣剛 曲＋アニメーション ストリーミング （http://www.flash88.net/c/FlashView/View_2546.html） 

 

曲の意味については、Yahoo の掲示板（残念リンク切れ）に、中国語が得意な方が訳してくれています。 

 

「あなたを愛しています」という歌ですが、曲を聴くと僕はジョンデンバーの曲のようなちょっと懐かしい感じがします。 

メロディラインが簡素なんでしょうね。 

ひょっとすると、永く歌い継がれる曲になるかもしれません。  

 
  



お気に入りＣＤ（８） Ｓ．Ｈ．Ｅ．「Super Star」 ＋VCD「安全感」  

 
「Super Star」といえば、カーペンターズの方を思い出してしまう世代なんですが・・・。 

 

この曲は、僕が中華ポップスを聞き出したころに、試聴のできるサイトで当時１位を取っていた曲でした。 

もともとは、Sweetbox というアーチストの「chyna girl」という曲のカバーなんですが、Sweetbox も逆にこの曲で知った

ようなものでした。 

 

S.H.E.は３人組の女の子のグループ。キャンディーズぐらいの感じかなぁ（ふる～！）。 

僕の歳だと、「S.H.E.が好きです」というには、ちょっと恥ずかしいのですが、そこは中華ポップス。 

「中国語を勉強しています」という公明正大な言い訳ができます。言い訳になってないか（汗）。 

ま、とにかく歌のハーモニーがいいのです、このグループ。その上に、曲がバラエティに富んでいるので飽きにくい。 

 

この CD「Super Star」ではないのですが、「波斯猫」という曲があります。 

この曲見たさに VCD まで買ってしまいました。S.H.E.の３人がペルシャ風の衣装で踊ります。 

この「波斯猫」という曲。 

モチーフは「ペルシャの市場にて」というクラシック音楽。 

誰でも一度は耳にしたことがあるような異国情緒のあるメロディが組み込まれています。 

 

「瞳は細く 爪先立ちで  

 屋根の瓦を 鍵盤のように  

 一歩一歩 愛の周りを歩き回る 

 

 気分次第で 神出鬼没 

  

 時には冷たく 時にはやさしく 

 誰も彼の愛をつかめない」（「波斯猫」途中一部略） 

 

 

 

お気に入り CD９ Susan Wong 「Close to You」   

 

土曜日、久しぶりに神戸に行きました。 

以前一緒に働いていた先生や事務の方と楽しくひと時をすごすことができました。 

翌日センター街の HMV に中華系 CD を見に行ってこの CD を見つけました。 

これは中華ポップスではなく、香港の歌手が歌うジャズ（バラード）です。 

 

僕にとって「Close to You」といえば、カーペンターズですが、みごとにカバーしています。その他にも、 

Killing Me Softly With His Song（やさしく歌って），Fly Me to the Moon，This Masquerade（マスカレード） 

などいずれもスタンダードナンバーが収録されています。 

 

これらの曲が、ほとんど原曲よりもさらにスローで、しかも品よく歌われています。 

中華系のポップスもいいけど、こういうのもたまにはいいな。 

 
  



お気に入りＣＤ１０ 王心凌「Ｈｏｎｅｙ」  

 
最近お気に入りのＣＤがこれ。元気がでます。 

おじさんが聴くにはちょっと若すぎるんですが・・・(^_^;)  正統派アイドルの流れですね。 

 

前作「愛イ尓 Loves you」では、「愛イ尓」という曲はすごく元気のいい歌で、 

その次にくる曲が、島谷ひとみの「亜麻色の乙女」をしっとりとカバーした「月光」という曲でメリハリをつけています。 

 

今回のこの CD でもそういったところは意識して作りこまれていますね。 

こちらは、夏川りみも歌っている「童神」をカバーしています。 

このあたり、エイベックスが販売元だけあってしっかりしています。 

 

 家の前の大きな木が満開になったよ 

 木の上の小鳥は新しい巣を作った 

 私の西洋人形も大きくなってほしい 

 糸の切れた凧は天高く飛んでいく 

 私も飛ぼう （飛ﾛ巴） 

 

ちょっと意味の分からないところもあって、訳はいいかげん・・・誰か教えて下さい。 

 
台湾の CD などには時々「おまけ」がついています。 

右の写真の携帯ストラップが今回入っていました。 

ちょっと携帯にするには、おじさんには勇気がいるなあ・・・ 

 

 

 

 

  



雨の日を歌ですごす  

梅雨に入ったそうですが、うちのあたりは１日雨が降っただけで、あとは全然降りません。 

どうやら、梅雨に入った途端に梅雨の中休みなのだそうな。 

そんなのあり？ 

 

ま、それはともかく、こういう時にはお気に入りの雨の歌でも聴いてすごすのがいい。 

とりあえず、僕の好きな雨の歌。 

 

Early Mornin’ Rain 

 Peter, Paul and Mary の歌。 

 ボブ・ディランも歌ってますね。（どちらが先なのか知りません） 

 日本では、南沙織や高石ともやとザ・ナターシャセブンが歌っています。 

 

 早朝の古い飛行場 

 雨の中をたたずむ 

 ポケットにはわずかばかりの小銭しかなく 

 愛する人も今はなく 

 行く当てもない 

 

あめふりくまのこ 

 童謡ですね。 

 昔、僕がラジオをよく聴いていた頃、ラジオ短波のパーソナリティが 

 この曲が好きだと言っていたのを覚えています。 

 なんとなくその頃から僕もこの歌が好きになった様な記憶が・・・ 

 感化されやすいんです（笑）。 

 

 お山に 雨が 降りました 

 後から 後から 降ってきて 

 ちょろちょろ 小川が できました 

 

 いたずら 熊の子 かけてきて 

 そうっと のぞいて みてました 

 魚が いるかと 見てました 

 

雨だれ 

 「木綿のハンカチーフ」の太田裕美のデビュー曲ですね。 

 当時はまだピアノの弾き語りは珍しかったと思います。 

 

 ひとり 雨だれは寂しすぎて 

 あなた 呼び出したりしてみたの 

 二人に傘が一つ・・・ 

 

 あれっ？これは冬の歌だったかな？まあいいや。 

 太田裕美では「９月の雨」もいい曲ですね。 

 高校生の頃だったな。 

 そういえば、プレーヤーも持ってないのに、 

 LP「心が風邪をひいた日」「こけてぃっしゅ」を買ってたっけ。 

 だけど引越しを繰り返しているうちに、今はどこかに行ってしまった。 

 なんか、久しぶりに聴きたくなったな。 

 
 
  



お気に入りＣＤ１１ 梁詠琪「新鮮」  

 
梁詠琪（ジジ・リョン）の 1999 年のＣＤです。 

 

夏に出たＣＤなのでしょうけど、僕はなんとなく５月から６月頃のイメージがあります。 

ジャケットは大きな柳と思われる木にかけてあるブランコにジジ･リョンが腰掛けています。 

中の装丁も緑色を主体でまとめられています。 

 

１曲目の「新鮮」 

大好きな人との距離をうまく保つことで出会いをいつも新鮮に保ちたいといった感じかな。 

「美国西北櫻桃広告曲」とあり、ＣＭに使われていたようです。 

僕は、なんとなくＡＮＡのＣＭでもいいように思います。 

 

 階段に座ってサンダルをぬいで楽しい口げんか 

 他の人は今頃お仕事 

 ごちそうを食べるでもなく、買い物に行くでもなく、ただ公園を歩き回る 

 そんな幸せ 

 

 いくら愛していても、いつも一緒はダメ 

 会いたい思いがつのったら会いに行く 

 そして一緒のときを大切にしたい 

 

８曲目「愛上下雨天」 

「雨の日が好きになった」というような意味かな。これも梅雨時のお気に入り曲です。 

 

 雨の日が好き あなたが耳元にいるような気がします 

 長い長い想いをゆっくりと味わうの 

 あなたも私のことを想ってくれるかしら 

 涙が私の瞼にキスをします 

 
 
 
 
お気に入りの歌 「おさるのナターシャ」  

 
先日、面白いＣＤを見つけました。 

 

もともと、「リズムであそぼう」（http://www.333.ro/releases/017/index.html）というＣＤの中の１曲です。 

ほかの曲もいいのですが、中でも高野 寛さんのこの「おさるのナターシャ」が気に入りました。 

 

「高野 寛」って、あの高野 寛？ 

といっても、僕にはずっと昔ヒットした「虹の都へ」しか知りませんでしたが。 

で、高野 寛さんのＣＤの所をみてみたら・・・ありました！「おさるのナターシャ」。 

 

まあ、幼児向けのＣＤ＆絵本なのですが、ほんわかとしていて大人も楽しめます。 

高野さんのＨＰ（リンク切れ）で試聴できます。 

ＣＤに絵本がついて￥８４０円。 

高野さんの他の音楽も今度聞いてみようっと。 

  



♪今は～もう秋～  

日中はまだまだ暑いですが、朝夕大分涼しくなってきました。 

もう秋ですね。 

秋といえばどんな歌を思い出しますか？ 

僕は・・・ 

 

♪今はー、もう秋ー、誰もいない海ー・・・（トワエモア） 

これはさすがにリアルタイムでは知りません。 

 

「誰もいない海」と言えば、 

♪だーれもいない海、二人の愛を確かめたくってー、 

 あーなたのうーでを、すーりぬけてみーたーの・・・（南沙織） 

う、歳がわかる・・・。 

これが秋の歌かどうかはわかりませんが。 

 

♪だーれかさんが、だーれかさんが、だーれかさんが、みーつけた・・・ 

秋の歌と言えば定番ですが、確かにきれいな歌ですが、 

やっぱり何となく物悲しいね。 

ダークダックスだったか、ボニージャックスだったか唄っていたような。 

 

♪あれがあなたの、好きな場所、港が見おろせる、小高い公園・・・（オフコース） 

「秋の気配」 

この歌、好きでしたが、ちょっと切ないね。 

別に、そういう経験はなーんにもないのですけど。 

 

♪セプテンバー・レイン・レイン、九月の雨は冷たくて～（大田裕美） 

「九月の雨」 

だめだ～。好きだった歌なのに、出足が思い出せない・・・。 

当時、松本 隆作詞、筒美京平作曲といえばゴールデンコンビでしたね。 

この曲は高校生の時にＦＭ放送の公開録音を見に出かけて、 

リクエストしたのでよく覚えています。 

 

♪薄紅の～秋桜（こすもす）が～秋の日の、 

♪何気ない～陽だまりに～ゆれている・・・（さだまさし） 

山口百恵も歌っていましたね。僕はさだまさし自身が歌っている方が好きでした。 

 
 
さぶぅ～！  

冷えてきましたね。冬到来ですね。 

木枯らしが吹いています。 

こんな時はどんな歌を思い出しますか？ 

 

♪きたかーぜ こぞーの さんたろう （さんたろう～） 

 みんなのうたでも有名な曲ですね。 

 北島三郎さんが歌っていたんだっけ。 

 

♪出会いは風の中 恋におちたあの日から・・・ 

 キョンキョンの曲ですね。 

 確かアルフィーの高見沢さんの作詞だったか作曲だったか。 

 ダメだ～！あとの歌詞を思い出せない・・・。 

 昔はカラオケでよく歌ってたのに（よく恥ずかしくもなく歌ってましたね）。 

 

♪落ち葉舞い散る公園通りで すれ違ったあなた・・・ 

 こんな曲知ってる人はいないでしょうね。 

 南沙織さんが引退する少し前に出されてたシングルです。 

 僕がシンシアのファンになったのは彼女が引退する半年くらい前でした。 

 あの時は残念ったなあ。 

 

♪ヒュールリー ヒューリララー 

 越冬つばめ。 

 実際に木枯らしと関係ああるかどうかわかりませんが、 

 このサビのところを聞くとじーんときます。 



お気に入り CD１２ 蔡淳佳「有一天我會」  

 
久々の CD 紹介です。 

 

先日のシンガポール旅行での収穫の CD でした。 

この歌手については、全く知らなかったのですが、 

That CD Shop で、「シンガポールで今売れてる歌手だよ」 

と言われて買ってみることにしました。 

 

蔡淳佳（ジョイ・ツァイ）：「蔡ツァイ」と言えば 

ツァイ・イーリン（蔡依林）が有名ですが、 

こちらは今シンガポールで上昇中の歌手のようです。 

 

声の質は梁詠琪（ジジ・リョン）に少し似ています。 

ジジの方がもう少しふくよかな感じがありますが、 

その代わり端正な歌声が安心感を生んでいます。 

 

この CD を最初聞いたときに、一目でもとい一聴で 

気に入った曲がありました。 

もちろん歌詞は分かりませんでしたが、 

曲調がどこかノスタルジックでそれでいて悠然としていています。 

「未知的以後」 

少し、美空ひばりの「川の流れのように」に似ています。 

実は、あとから分かったのですが、この曲、 

TheBoom の宮沢和史さんが、夏川りみさんに書いた曲 

「愛（かな）よ愛（かな）よ」のカバーでした。 

すごいなあ。こんな曲作るなんて。おそるべし宮沢和史！ 

 

なーんだ、と言われそうですね。 

でも、あとで夏川りみさんの原曲も聴いてみましたが、 

僕はこの曲について言えば、この歌手の方が好きですね。 

 

 

 できるなら できるなら 

 涙と感動をとどめておきたい 

 たとえそれがつかの間の雪の花であっても 

 わずかな時間でも大切にしたい 

 

 美しい春夏秋冬 

 誰もそれをとどめておくことはできない 

 

 

違う CD ですが、夏川りみさんの「涙そうそう」も 

この歌手がカバーしています。 

（こちらは、やはり本家夏川りみさんの方が僕は良かったですね。） 

 
 
  



お気に入り CD１３ 温嵐（ランディー）「温式效応」  

 
最近よく聴いているのがこのＣＤ。温嵐（ランディー）という台湾の歌手。 

現在は、ベストアルバム「愛回温」が新しく出ていて、こっちの方がよく売れていると思いますが、ちょっとバラードが多くて、 

僕はこの「温式效応」のアルバムの方が元気な曲が多くて好きですね。 

このＣＤの中に収載されている「Ｂｏｏｇｉｅ Ｗｏｏｇｉｅ」という曲をネットで聴いてすごく気にっていたので、シンガポール買いました。 

 

『Boogie Woogie』 

 都会の生活に ちょっとイラついたら 

 心をリフレッシュしよう 

 青い空を 自由自在に 

 浜辺の波と追いかけっこをしよう 

 

 リュックサックを片手に 飛行機の切符を持って 

 今日はお日様もいい感じ 

 友達 OK 音楽 OK 

 １００％良好！ 

 

 Funky Jazzy 私の血は溶け合わさり 

 汗をかいて踊りくるって自分を解き放そう 

 Boogie Woogie Dance in the Party 

 熱帯魚のように 

 

 Baby baby come on show your body 

 ちょっと日光浴を楽しもう 

 Landy Landy Crazy & Sexy 

 思う存分楽しむだけ 

 今年最高の思い出を 

 自分自身にあげるのを忘れないで 

 

温嵐は台湾の踊って歌えるＲ＆Ｂ実力派シンガーと呼ばれています。 

この Boogie Woogie という曲もちょっとエキゾチックな 

ダンスミュージックとして印象的です。 

（ただ、ベストアルバムの方には入っていないのです。残念。） 

もう一つは失恋した女の子の気持ちを歌った曲。こちらはバラードで、ジェイ・チョウ (周杰倫)の作曲です。 

 

『祝我生日快楽（誕生日おめでとう＞私）』 

 悲しみで何も変わらないのはわかっています 

 それでは 少し自分を素直にさせましょう 

 素直になれば おさえきれない想いを吐き出したくなる 

 ただドアをしめれば だれの気兼ねもなく 

 一人個室にたたずむの 

 携帯は 一晩休ませてあげましょう 

 歌を途中でさえぎるように思い出を途中で止めておくことはできません 

 涙を流すのは１２時までにしましょう 

 誕生日おめでとう 自分に向って言うわ 

 ろうそくをともすと 寂しさがこみあげてきます 

 誕生日おめでとう 涙も溶けてしまったわ 

 あなたがくれた全てのものを、あなたにあげたすべてのものに感謝しています 

 まだあなたを愛しています わずかばかりの恨みとともに 

 こころの平静を取り戻すのには まだまだ時間がかかりそう 

 熱くなって 傷ついて 幻滅したけど よみがえるのよ 

 新しい私の誕生におめでとう 

 

（訳は適当です。よくご存知の人、つっこまないでね。） 



お気に入りＣＤ１４ 蕭亞軒（エルバ・シャオ）「美麗的挿曲」  

 
前回お話した、温嵐（ランディ）を聴くうちに、アップテンポの曲が好きになりました。 

ランディにしても、このエルバ・シャオにしても、基本的には R&B なのだそうですが、 

ビートの利いたダンスナンバーもｇｏｏｄです。 

 

実は、エルバのＣＤを買ったのはこれが２枚目。 

前に「第５大道」というアルバムを１年ほど前に買っていたのですが、 

何回か聴いて、「アップテンポのにぎやかな曲」というイメージだけで、 

それほど耳に残らなかったのであまり聴いていませんでした。 

 

今回のこの「美麗的挿曲（Beutiful Ｅpisode）」はエルバのベストアルバム。 

「第５大道」の中に収録されている曲もたくさん入っているのに、 

今回は何故か気に入った曲があるのです。 

というか、あとでベストだと気がついて、「第５大道」をもう一度よく見てみたら、 

いくつか同じ曲があって、何で前にはいいと思わなかったのかとびっくりしたのでした。 

温嵐を聴いてそちらの回路が開いたのかな。 

 

さて、このＣＤ、表紙はメイク中のエルバ。 

裏には、ファッション・ショーの一場面のような写真が描かれています。 

なかなかスマートでかっこいいジャケットです。 

 

『愛的主打歌』 

 今なら何を歌っても すべてわかってしまうわ 

 なるほど あなたは 私のメインテーマ 

 あなたの言ったことは １回聴いただけで覚えてしまう 

 ２回聴いたら熱くなるわ 

 

このエルバ・シャオ、映画インファナル・アフェア（Ｉ）にも出演しています。 

 
 
  



お気に入り CD１５ 蔡依林（ツァイ・イーリン／ジョリーン・ツァイ）「舞娘 Dancing Diva」  

 
先日ゴールデンウィークに台湾に行ってきました。今回は多少親孝行の真似事にでもなったらとおふくろを連れての旅行でした。 

おふくろはとても喜んでくれてよかったのですが、中華ポップスの CD を見る時間はあまりありませんでした。 

 

そんな中、ホテルでテレビを見ていると盛んにプロモーションとしてこの蔡依林の MV が流れていました。 

確かに前の「J-game」からも大分月日がたっていたので、そろそろ新譜がでるだろうなとは思っていましたが、 

まあ、プロモーションは中々大掛かりでしたね。 

 

テレビの MV はもちろん、CD 屋さんの前ではこれでもかというくらいに新曲が流れていました。 

（時間がないといいながら、その辺はしっかりチェック！） 

 

でも、発売日が５月１２日ということで、旅行先では手に入れることができずに帰ってきました。 

先日神戸に行く機会があったので、香港王というチャイニーズショップ（メインは香港明星ですが）を覗いてみると 

なんともうおいてありました。蔡依林の新譜。 

ということで、すでに MV を見ていたので今回の曲も結構いいと思っていたのでさっそく買ってきました。 

 

さっそく歌詞を中国語の先生に見てもらって訳してみようと思いました。 

まず手始めに CD タイトル「舞娘」をやってみたのですが、これがなんともチンプンカンプン。 

ま、今回は早々の紹介ということでご勘弁を。 

 

舞娘 

 月の光は辺りかまわず彩りを放す 

 土煙はあらゆる視覚を奪い惑わせる 

 もう一杯 その古い神秘的なガンジスの水を 

 額の上にはめ込んだ猫の目で 

 セレモニーは始まりだ 

 

 愛の為に数千年監禁されていた関節 

 今忘れていた恋を語ろう 

 私の腰にまとわりついた悲喜こもごもを聴く 

 画面に再び現れ 

 昔へと戻る 

 

 旋回 跳躍 私は目を閉じながら 

 喧騒は見えない 

 あなたは酔ってしまったの？ 

 白雪 夏の夜 私は（踊り）止まらない 

 年月はあいまいとなり 

 砂時計を踏み砕く 

 物語は 旋回する指先に刻まれている 

 夢中になってついて行くのは 誰？ 

 今夜 あのぼろぼろの古びた王宮の石段で 

 気持ちと関係なく私の汗が 

 セレモニーを明るくする 

 一層私を強く取り囲み 

 世界が眠るのを忘れさせたい 

 

なんか、意味不明ですね。購入された方、もっときちんとした訳を教えてください。 

 

さて、蔡依林ですが、魅惑的な（？）格好で新体操よろしくリボンを扱っています。 

それにしても、蔡依林といえば茶髪のイメージでしたが、このアルバムでは髪を真っ黒にしています。 

日本でもＥＬＴの持田香織なんかは茶髪が世間で一通り浸透したと思ったとたんに髪の毛真っ黒にしたものなあ。 

流行には敏感というか、流行を作っていこうという意気込みを感じます。 

 



お気に入り CD１６ 江美琪「又寂寞又美麗」  

 
この CD は２００４年に出た江美琪（チャン・メイチー）のベストアルバムです。 

この歌手、僕が感じるところではちょっと地味な存在なのですが 

（ファンの人ごめんなさい）、歌は中々味があります。 

女の子の気持ちをせつなく、けれどウェットにならずに歌うという感じでしょうか。 

 

このアルバムの中の、「第一百零一個答案」という曲、 

タンゴ調というかなんかいうか、ちょっと重々しい曲調なんですが、すごく耳に残ります。 

何回か聴いているうちにお気に入りの曲の一つになってしまって、 

この CD を買ってもう２年になりますが、 

現在でも僕の携帯のアラームの筆頭曲に君臨し続けています。 

 

 忘れましょう 昨日の悲しみは 

 誰も助けてはくれない 

 愛について百人に尋ねたら 

 百人がみんな違った答えを出すでしょう 

 

 たぶん月の光は誤って私たちを照らしたのでしょう 

 それに刺激されて二人は盛り上がってしまった 

 どんなちっぽけなことも生きている証だと 

 そこでは愛は天国のようにささやかれる 

 

 あなたとのキスはまだ日記に残っているというのに 

 私の涙はベッドに流れきってしまった 

 忘れよう ・・・でもできない 

 愛の中身は最後までバカ 

 

またまた、超意訳で、うまく理解できていないところは適当に訳してます。 

（誰か気の利いた訳を教えて下さい。） 

 

この CD、ベストだけあって他にもいい曲がたくさん入っています。 

日本の歌も結構コピーしてます。 

「再一次也好」は沢田知可子の「会いたい」 

「双手的温柔」は美空ひばりの「川の流れのように」 

を歌っています。 

 

一つ残念なのは、この歌手この CD に限らず笑った写真がほとんどないんです。 

笑ったらかわいいだろうになあ。 

 
 
  



お気に入り CD１７ 黄湘怡（ステラ・ホァン）「西班牙狂想曲」  

 
久々の CD 紹介です。 

せっかくスペインづいていますので、中華ポップもスペインつながりのものを。 

（といっても、「西班牙狂想曲」以外は特にスペインを意識したものではありません。） 

 

まずは、黄湘怡（ステラ・ホァン）「西班牙狂想曲」 

２００４年の CD です。 

CD のタイトルにもなっている「西班牙狂想曲」が気に入って発売当時購入しました。 

ちなみに「西班牙」は「スペイン」のこと、つまりスペインラプソディーですね。 

この曲はすごく印象が強かったのですが、 

買った当初は他の曲はあまり印象になくてしばらく引き出しにしまいこんでいました。 

先日、出してきて聴いてみると、他の曲も結構いいです。 

何で前に聴いた時には印象に残らなかったのかな？ 

というわけで、この CD もお気に入りの仲間に。 

 

 遠くに見えるゴシック様式の美しい塔が好きだ 

 フラミンゴは街で歌を伝える 

 一組のカップルが我を忘れて路上でキスをしている 

 永遠の愛は石像に変わる 

 Como estsas Hola senorita Perfecto senior gracias 

 私は魔法使いに変身し時間を延長しよう 

 Disculpeme hacia donde vas Unbleto para Bacerona 

 （西班牙狂想曲） 

 

相変わらず理解しきれていませんが・・・（汗）。 

この曲の中には、「中国語でどういうんだろう？」 

というような言葉がたくさんあって面白いです。 

 

スペイン ⇒ 西班牙 

ゴシック ⇒ 哥徳式 

フラミンゴ ⇒ 佛朗明哥 

ジプシー ⇒ 吉普賽 

ドンキホーテ ⇒ 唐吉訶徳 

バルセロナ ⇒ 巴賽隆納 

ジブラルダル ⇒ 直布羅陀 

 

この黄湘怡さん、歌手として成功しただけでなく、 

事業として台湾でおしゃれなケーキ屋さん（AwfullyChocolate）をやってるらしい。 

そのあたりは、koban さんのサイト Stella@Japan（http://sound.jp/stella-huang/）に詳しく書かれています。 

このサイトで紹介されている、AwfullyChocolate の HP がまたオシャレです。 

また、その HP で、あまーい歌声で Jazzy な曲が試聴できます。 

これがまたオサレ。 

 

その後のステラの CD は買っていなかったのですが、 

今度機会があったら是非最近のも買ってみよう。 

台湾に行ったらこのお店にも行ってみたいな。 

と思う今日この頃です。 

 
 
※現在は AwfullyChocolate から独立して“As Black Chocolate”として営業されているようです。 
HP：http://www.blackaschocolate.com/ 
 
  



お気に入り CD１８ S.H.E.「安可！」  

 
スペインつながりから中華ポップをもう一つ。（といっても、下記の曲以外は別にスペインは関係ありません。） 

 

S.H.E. 「安可！」  ２００４年の CD です。 

「安可」は Ancore（アンコール）の訳だそうです。中国全国ツアーの後に発売されたそうで、 

まさにアンコールに応える CD というわけですね。 

この CD の中の５曲目に「闘牛士之歌」というのがあります。 

 

 闘牛士はいつもハンサム 

 降り返す布は羨望の的 

 ロマンに目はくらみ 

 赤い幻影に引き寄せられる彼を 

 あなたは縦横無尽に追いながら 

 ついには傷を負わせるのだ 

 

相変わらずいいかげんな訳ですみません m(_ _)m。 S.H.E.は日本でいうとちょっと前のモー娘。みたいなものらしい。 

でも３人組のユニットで、僕にはどちらかといえばキャンディーズに近いような感じ。（歳がわかりますね＾＾；） 

しかし、彼女たちもだんだんと成長していきます。最近では、それぞれの進む道を模索しているのではないでしょうかね。 

 

※２００６年１１月９日パシフィコ横浜で「中華年記念音楽祭」（リンク切れ）なるものをやるそうですね。 

S.H.E.や王心凌も来るようです。ま、お仕事のある僕は到底見にいけません。 

（行ってもおじさん一人浮いてしまうだろうな＾＾；） 

 
 

 

スペインつながりの歌もう一丁 蔡依林「馬徳里不思議」＠舞娘  

以前にご紹介しました CD 蔡依林（ツァイ・イーリン／ジョリーン・ツァイ）の 

新譜「舞娘 Dancing Diva」（残念リンク切れ）の中の１曲です。 

「馬徳里不思議（http://www.haoting.com/htmusic/120934ht.htm）」  

（↑クリックするとしばらくして曲が流れると思います。たぶん＾＾；） 

「マドリッドの不思議」とでもしときましょうか。この曲ふんわかしていて好きです。 

MV（YouTube http://www.youtube.com/watch?v=HH3Mfw3Vw_w）もかわいいですよ。 

 

  

 

優雅にふりそそぐ太陽の下でホテルの芝生の上をのんびりと歩いています 

 石壁には竪琴を弾いている人魚の姿 

 夜明けになるとラテン式の丸い屋根は曖昧になって 

 私は既に酔い始めているようです 

 真紅の服で木陰の小路を踊りまわると 

 足どりはフラミンゴの歌声 

 窓につるしたお酒の小瓶が軽く揺れています 

 風に暖かく応えれば 愛はなんと静かなのでしょう 

 マドリッドは不思議 突然あなたが恋しくなります 

 色ガラスの前に映った私の姿はただただ孤独 

 マドリッドは不思議 突然あなたが恋しくなります 

 私はあなたへの愛を胸に遠く旅しています 

 

（ま、いつものことながらいい加減な訳ですみません。） 

それにしても、最近大分中華ポップが知られるようになってきましたね。 

ネットで検索しても大分ひっかかるようになってきました。蔡依林は女性にも人気があるようですね。 

 

※舞娘 Dancing Diva ⇒YouTube http://www.youtube.com/watch?v=zIEXsErhEnk&feature=related 

 

  



お気に入り CD１９＆２０ 張恵妹「The Original」&「我要快楽？」  

 
今年僕が買った CD の中でオススメのものを挙げるとしたら、 

 

第３位：周杰倫 「依然范特西」（紹介はまた後日に） 

第２位：蔡淳佳 「有一天我會」（紹介済） 

第１位：張恵妹 「我要快楽？」 

 

張恵妹（アーメイ）は、台湾ポップの代表的な歌手の一人です。 

僕はベストアルバム（写真：タイトル「The Original」）でしか代表曲を知らないのですが、 

きっと昔のアルバムも素晴らしいのだと思います。 

 

このアルバムの中では「恋曲１９９０」は曲調がのびやかで好きな１曲です。 

もともと羅大佑という人の曲なんだそうで、結構有名な曲の様で、 

中国からの留学生もこの曲はよく知っていますし、 

カラオケの中国曲の中にも大概この曲はエントリーされています。 

 

 きれいな黒い眼とあなたの笑顔 

 でもあなたの顔が変化したのをどうしても忘れられません 

 過去はこうして軽やかに過ぎ去っていきました 

 振り返ってみるとあっという間に数年がすぎました 

 

 見渡す限り広大な天涯の道 

 そこがあなたのさすらう場所 

 永遠に一緒の場所を探すのが私の行く道 

 一人寝の枕の傍らの暗闇にはあなたのやさしさが 

 朝目が覚めるとそれは私の悲しみに 

 

 もしかしたら明日太陽が西に沈み 疲れた鳥が帰る頃には 

 あなたはすでにいつもの帰り道をたどっているかもしれない 

 

 人生でお互いを理解できる伴侶を見つけることは中々できません 

 生命は結局青い空に浮かぶ白い雲のようなもの 

 

 ゴロゴロと雷雨が私の前の窓にまで押し寄せてきています 

 あなたが離れていくという変化をどうしても忘れられません 

 

 一人さびしくたたずむ姿 寂しい気持ち 

 私はいつまでも恨んだりはしません 

 （恋曲１９９０） 

 

ま、相変わらず適当な訳ですね。 

 

ただね、僕はこのベストアルバムを聴いているとあまりに心が沈んでくるようで、張恵妹はこの「恋曲１９９０」以外は、今まであまり好きでは

ありませんでした。 

 



 
それなのに、今回のアルバム「我要快楽？」（写真左）は、 

何となくジャケットをみて何気に買ってしまいました。 

 

家で聴いてみるとこれがとても良かったのです。 

 

また、DVD が付録で付いています。 

今まで中華ポップの CD に付いている映像付録は VCD だったのですが、今回は DVD。 

果たして家に持って帰って見ることができるのかいなと思っていたのですが、大丈夫。綺麗な画質でアーメイの歌うのを見ることができました。 

 

 道は静かすぎて耳ざわり 

 夜は電灯に染められている 

 感傷がさめないうちに まず車に乗りましょう 

 あの人と別れられないわけがないじゃない 

 

 私は弱虫だと分かっています 

 愛に「もしも」はないのだと 

 私は疲れてしまいました 

 よりを戻そうなんて考えられません 

 

 平静を取り戻すために 

 映画をみることもあるでしょう 

 でも平常心を持って 

 誰かのことを思い出してしまって目を閉じるなんてことはしません 

 平常心を持って 

 あえて昔を振り返ってもみましょう 

 （平常心） 

 

別れたあとの強がりを切なくそれでいて力強く歌い上げています。 

一度そういう耳ができるからなのですかね？ 

前はあまり好みでなかった「The Original」の方も結構いいかなと思ってみたりして。 

 

その他、CD のタイトルにもなっているせつないバラード「我要快楽（幸せになりたい）」、 

乗りのよい「Chinease Girl」などバランスよくオススメです。 

 
 
  



お気に入りＣＤ２１＆２２ 周杰倫 「七里香」＆「依然范特西」  

 
今まで中華ポップスをいくつも紹介してきましたが、 

陶喆（デビッド・タオ）以外はすべて女性でした。 

そりゃあ、やっぱり女の子の CD の方が好きなのは仕方がないんですけど。 

それでも、何人かは男性でも注目しているアーティストがいます。 

その中でも周杰倫（ジェイ・チョウ）はすごいなと思う一人です。 

 

僕は「七里香」で初めて彼の CD を買い、その音楽に興味をもちました。 

いまさらこのＣＤを紹介するというのも遅すぎの感はありますが。 

 

 

 「窓の外では電線にたくさんのスズメが鳴いている」 

 この一言は夏の感じがすると君は言う 

 手の中の鉛筆が紙上を行ったり来たり 

 君は僕の何なのかを数行を使って書いてみた 

 サンマの味は君も猫も知りたがる 

 初恋の香りはこのように蘇る 

 その暖かな日光は摘みたてのイチゴの様 

 この感覚を食べてしまうのはもったいないねと君 

 雨の夜 愛は雨水のようにあふれ 

 庭の落ち葉と私の思いは厚く重なっていく 

 どんな言葉も僕の熱情を冷ませない 

 僕のどのページにも君がいる 

 あの豊かな稲穂がこの季節を幸福に変えた 

 君の頬は熟したトマトの様 

 君は突然、「七里香はとても美しい名前だわ」と言った 

 僕はこの瞬間君のかたくなな唇にキスをしたい 

 （七里香 途中一部略） 

 

ちなみに「七里香」とは植物の名前で、香りがよく、 

七里先からでも匂ってくるということからつけられた名前なのだそうです。 

 

 

この周杰倫のすごい所は、一つに曲のメロディラインがきれいなこと。 

それでいて、中華のテイストが織り込まれていること。 

 

また、周杰倫の歌にはラップ調の歌がたくさんあります。 

僕は本来ラップ調の曲は嫌いなんですが、周杰倫の曲は聴いてしまいます。 

 

 
 

今回の「依然范特西」。「范特西」とは「ファンタジー」のこと。 

「依然としてファンタジー」という意味ですね。 

「范特西」は彼の２枚目（だったと思う）のＣＤの名前です。 

彼にとって、音楽は依然としてファンタジーということなんでしょうね。 

 



この「依然范特西」でおすすめの曲。 

２曲目の「聽媽媽的話（ママの話を聞いて）」。 

 

 

 子どもよ、あなたはいろんな「？」を持ってますか？ 

 なぜ他の子が漫画を読んでいる時に 

 僕は絵を描くのを学んだりピアノに向かっているのでしょう 

 他の子がゲームをしている時に、壁にもたれてＡＢＣを暗記しているのでしょう 

 僕は大きな飛行機が欲しいと言いました 

 でももらったのは一台の古いカセットラジオでした 

 なぜママの話を聞かなくちゃいけないの？ 

 大きくなったらわかるでしょう 

 

 僕も大きくなって分かり始めたんだ 

 なぜ僕が他の人よりも速いのか 

 なぜ他の人より高く飛べるのか 

 将来他のみんなが読むのは僕が書いた漫画 

 みんなが歌うのは僕が書いた歌なんだ 

 （以下略） 

 

訳は相変わらずへたくそですみません。 

このアルバムは日本向けも出てそうだから、しっかりした日本語訳はありそうですね。 

（でも、ということは、こうしてブログで出すのは違法なのかもね。） 

 

もう一つおすすめの曲は３曲目の「千里之外」。 

このアルバムにはＤＶＤが付いているのですが、 

その中に周杰倫が出演している小さな物語があります。 

売れっ子女性歌手と付き人かなんかでしょうか。 

付き人を周杰倫がやっているのですが、２人は好きあっているのですが、 

一緒になるわけにはいきません。 

ある日一緒に逃げようと周杰倫が女性に切符を渡します。 

でも、女性は最終的には今の生活を放り出すことができずにこの話は流れてしまいます。 

そして・・・。 

 

このスキットのバックで「千里之外」が歌われています。 

この歌、費玉清という男性歌手と周杰倫が一緒に歌っています。 

この費玉清歌手は女性で言えばテレサ・テンくらいの有名なベテラン歌手なんだそうです。 

そんな大御所とのデュエットですが、これが中々いいんです。 

 

そして、この歌、歌詞を眺めてみるとすごい韻の踏み様。 

海、来、排、外、開、白（中国語読みでは『パイ』）、在、概、台、愛、該、待・・・ 

というふうに、フレーズのほとんどの最後が「ａｉ」の韻を踏んでいるのです。 

こういうのを見つけるのも中華ポップの楽しみ方の一つかなと思っています。 
 
 
お気に入り CD２３ Umikichi「蔵出し名曲集～リローテッド」  

 
 

さて、そんな彼女の CD ですが、都々逸なんかは最初、ちょっとハードルが高いかもしれませんが、 

この CD、「Umekichi 蔵出し名曲集～リローテッド」は、三味線ブギブギ、買い物ブギ、五匹の子豚とチャールストン、 

野球けん、真っ赤な太陽・・・など比較的入りやすい曲が並んでいておすすめです。 

 

「うめ吉新聞」（オフィシャルサイト）（http://www.satoh-k.co.jp/ume/） 

檜山うめ吉 プロフィール（http://www.teichiku.co.jp/artist/umekichi/profile/profile.html） 
 



お気に入りＣＤ２４ 梁詠琪「順時計」  

 
最近ちょと話の種がないので更新が滞っています。 

こういう時は、中華ポップのＣＤのお話でつなぎましょう（笑）。 

 

梁詠琪（ジジ・リョン）は好きな歌手・女優さんの中でも１，２位にあるのですが、 

ＣＤの紹介は「Ａｍｏｕｒ」「新鮮」以降ありませんでしたね。 

他にもいくつか買ったのですが、 

上記２つ以上にすごく気に入ったのがなかったり、 

自分なりに好きな歌を訳してみるという作業が進まずにいたため、 

ここでお話できずにいました。 

 

そんな中では、 

この「順時計」はベストアルバム（正確にはベスト＋新譜３曲）ではありますが、 

中々お買い得のＣＤです。 

（ま、もう発売されてから大分たつので「いまさら」なんですが。） 

 

まず、新譜３曲というのが、梁詠琪に似合ったすてきな曲です。 

また、ベストというか、梁詠琪自らがセレクトした曲ということで思い入れの強い曲が並んでいる様です。 

実際、僕のようなちょっと遅れてファンになったような者や、 

最近梁詠琪を知ってちょっと聴いてみたいなという人にはお勧めだと思います。 

また、ＶＣＤもついていて昔のＭＶなども見ることができます。 

 

 雨で濡れた空気 疲れて傷ついた心 

 静かにしまった傘の底 涙のあとは徐々に消え行く 

 私ひとり 勇気をふるって 時計に従い一歩ずつ前に進む 

 窓をあけて太陽の光を待つ 冷静になるのを待っている 

 

 私の知っている童話はゆっくりと崩れていく 愛はそんなんじゃない 

 しかしあなたは 私の時間を盗んでいった 

 あの時の誓いの言葉を まだ覚えていますか？ 

 私は一人記憶の中でとどまることが強がりだとは思わない 

 時間は最初の所には戻れない 

 ただ風に吹かれながら ゆっくりと時間の流れに従って忘れていくしかない 

（順時計） 

 

悲しい別れから徐々に立ち直ろうという気持ちを歌っています。 

さらっとしていて、それでいて力強く、だけどそれがいじらしい・・・みたいな、 

中々うまく表現できませんね。 

 

詳しくは、Magical Glamour さんの強力なファンサイトの解説（http://gigi.cup.com/cd25th.htm）をお楽しみ下さい。 

（Magical Glamour さん、いつも拝見させていただいてます。） 

 

さて、ようやく「順時計」の話ができたので、次は最新作「給自己的情歌」ですね。 

このＣＤすでに買って現在頑張って聴いています。 

結構気に入ってます。 

ただ、まだまだ中国語ができないので、 

老師（中国語の先生）がいないと一人では訳せないのです。トホホ。 

 

その老師は今、お正月休みで帰国中。 

おーい、ラオシー（老師）！早く帰ってきて～！ 

 
  



お気に入りＣＤ２５＆２６＆２７ 梁静茹「燕尾蝶」「絲路」「親親」  

以前、２００６年のベスト３として、 

張恵妹「我要快楽？」、蔡淳佳「有一天我會」、周杰倫「依然范特西」 

をあげましたが、まだまだお勧めのＣＤがあります。 

 

この梁静茹の「親親」も発売は２００６年秋なんですが、僕が手に入れたのはお正月あけなもので、 

とりあえず２００７年上半期のおすすめＣＤの一つとしておきましょう。 

中でも「暖暖」は、曲の出足がクラシックの「ます」という曲から借りてきて、 

あとをうまくつないだようなメロディなんですが、これが親しみやすく好きですね。 

中華ポップスにはこういうクラシックや有名な曲から主題のメロディを借りてきて 

そこから膨らませて曲にしちゃう、というのが多いですね。 

S.H.E.の「波斯猫（ペルシャ猫）」なんかもそうですね 

（こちらは異国情緒の強いケテルビー作「ペルシャの市場にて」）。 

 

その他この CD には、つじあやのの「風になる」をカバーした「小手拉大手」などもおすすめです。 

燕尾蝶 

燕尾蝶はスワロウテイル バタフライ、アゲハ蝶のことですね。 

梁静茹の曲は一般的にやさしい、ほんわかした親しみやすい曲が多いです。 

このＣＤ「燕尾蝶」の中にも「寧夏」という曲がありますが、カラオケでも歌いやすい曲です。 

ただ、ほんわかした梁静茹の曲、とっても好きなんですが、 

タイトルにもなっている「燕尾蝶」が全く違う曲調なんです。クールというか何と言うか。 

蜘蛛の巣にひかかったアゲハ蝶。でもあなたを愛してしまった私は、その身体をささげることに喜びをすら感じます、みたいなそんな歌。 

こういう曲がアルバムの中にあることで、他の曲がさらに生きてくるような感じがします。 

絲路。  

絲路とはシルクロードのことです。 

この CD、最初はあんまりピンとこなくてしばらく聞かずに置いておいたんですが、少しして再度聞いてみると、 

「あれ、なんかいいね」に変わりました。僕の場合、梁静茹の CD ってそういうのが多いんだけどどうしてかな。 

１曲目にタイトル名にもなっている「絲路」がくるのですが、 

この曲が普通の梁静茹のイメージの曲でないのでそう思ったのかも。 

どちらかというと、上にも書いた燕尾蝶に近い曲調なんでしょう。 

愛に破れたけど、あなたのことを思いシルクロードをさ迷い歩く、みたいな感じでしょうか？ 

でも、「さ迷い歩く」とは書いていないんですよ。 

語学力がないのでイマイチつかみきれていません。 

でも、孤独感というか、それにじっと耐えている、みたいな感じが伝わってきます。 

そして、この曲があるからこそ、その後に続く曲がより効いてくるような感じがします。 

 

最近では日本にも梁静茹のオフィシャルサイトができているようです。（※あれま！２００９．４閉鎖されちゃったんですね、残念） 

僕もこの記事を書くにあたって検索するまで知りませんでした。 

日本版の CD も出ているようですので、 

日本語訳を読んでみるともっと正確に歌詞が理解できるのでしょうね。 

 

このあたりの歌手が日本でもメジャーになってくると中華ポップファンとしてはうれしいですね。 



お気に入り CD２８ 元若藍「愛×無限大」   

 
GW に買ってきた CD の一つです。最近好んで聞いています。 

 

時々拝見させていただいてるブログに、ａｍｉ2026 さんの「あみの中国語ブログ」（http://ami2026.exblog.jp/）があります。 

その中で２００６年冬のＢｅｓｔ１０の１位にあげていらっしゃったのが、この「愛×無限大」でした。 

（http://ami2026.exblog.jp/pg/blog.asp?eid=d0023371&iid=&acv=&dif=&opt=2&srl=4504826&dte=2007%2D01%2D05+22%3A10%3A00%2E000） 

 

それまで、この元若藍という歌手はまるで知りませんでした。 

でも、この「愛×無限大」のＭＶ見てこのＣＤ欲しい！と思いＧＷに台湾に行ってやっとこさ買ってきました。 

 

この「愛×無限大」は誰でもよく知っている曲をモチーフに作られています。 

一度聞いてみてください。面白いというかかわいいというか。 

 

 掛け算九九はすごく複雑 

 恋愛の公式チンプンカンプン 

 大胆仮説 証明には気をつけて 

 幸せには○○が必要 

 夏休みは一人はイヤ あなたと一緒に海辺で裸足 

 想像できるよ あなたと私 天国みたい 

  

 詩を読んで ピアノを弾いてあげる 

 私たちは世界一 

 自分撮りではあなたは背景 一緒にいれば問題ナシ 

 あなたと私 私とあなた 向かうところ敵ナシよ 

 私が張曼玉（マギー・チャン） あなたが周星星（チャウ・シンチー？） 

 私たちのシナリオには誰も入ってこないで 

 （以下略） 

 （○○はｏｕｐａ欧[足八]（足へんに八）：これは中国語の先生もわからないらしい） 

 

さて、このＣＤ、「愛×無限大」が強烈なので、こんなのばかりかと思ったら、 

他はちゃんと聴かせてくれます。 

「緑袖子」という曲があります。 

緑の小袖＝Greensleeves あの有名なグリーンスリーブスをこれまたモチーフに 

作曲・作詞された歌です。 

 

 あなたがくれたイチハツの花はもう枯れてしまった 

 あなたが教えてくれたあの曲ももうマスターできました 

 風が旋律を吹き飛ばし、心もまた風とともに去っていった 

 私の指はあの曲を弾きながらあなたのことを思い出しています 

 （以下略） 

 

グリーンスリーブスって不倫の歌だという話もあるんですね。知りませんでした。 

  



お気に入り CD２９ 許茹芸（バレン・シュー）「好聴」  

 
GW に台北に行った時にホテルで M-TV などを見るのも楽しみの一つなんです。 

昨年は蔡依林の「舞姫」がすごかったのですが、今年の GW は、S.H.E.の「ｐｌａｙ」という新しいＣＤの「中国語」と 

この許茹芸（バレン・シュー）「好聴」がよくかかっていました。 

 

この許茹芸という歌手は結構昔からいらっしゃるようで、 

なんとなくもうちょっと年配の人かと思ってたので写真やＭＶを見てびっくりしました。 

曲はふんわりとしたバラードでなじみやすいと思います。 

 

 あなたが話したこと 私は信じます 

 お話は耳に気持ちイイ 甘く楽しい 

 あなたの話すこと一つ一つ すべて信じます 

  

 愛のために理性を失いました 

 あなたの話を聞いて 目を閉じました 

 この夢多き美しさを 続かせたい 

 

 あなたの話はいつもそんなに素敵 

 （でも）あなたは私を愛してくれているの？ 私にはわかりません。 

 もしかしたら単なる遊びですか？ 

 それでも私はあなたを愛しています 

 

（以下略） 

 

まあ、いつものごとくいい加減な訳になってます。 

先生に尋ねながら訳してみるんですけど、なかなかうまくなりませんね 

 

最近頻繁に拝見させていただいている、Marvelous 様のブログ「Ｃ－ＰＯＰ聞こうぜ！」に関連記事を載せられてます。 

ここから「好聴」を聴くこともできます。（http://blog.goo.ne.jp/nextpartner/e/58f45df7469353ad4ea0ec95fdd458a1） 

 
 
  



お気に入り CD３０ Jennifer Lopez 「COMO AMA UNA MUJER」  

 
今日は珍しく中華系でない CD の紹介です。 

最近中華ポップに飽きたときによく聴いています。 

あかんべいもいつも中華ポップばかり聴いているわけでもないのです（笑）。 

 

Jennifer Lopez（ジェニファー・ロペス）。 

女優としても有名ですが、 

実は彼女の出ている映画を僕はほとんど見たことがありません。 

でもさすがに名前は聞いたことがありました。 

プエルトリコ系のアメリカ人でニューヨーク育ちだとか。 

 

この CD については、５月に NHK のスペイン語会話で紹介されていました。 

全曲スペイン語のアルバムです。 

スペイン語によるフルアルバム制作は 

自らのアイデンティティ確認の旅でもあったそうです（CD 解説より）。 

 

スペイン語会話で紹介されていた曲は、アルバムのトップを飾る「QUE HICISTE」。 

邦題は「明日に向かって～ケ・イシステ」とありますが、 

Que は英語の What。 hiciste は動詞「する」hacer の２人称点過去らしい。 

英語でいえば、What did you do? あるいは What have you done? なのかな？ 

CD に同梱されている邦訳された歌詞でも、 

歌中では、「あなたは何してしまったの？」と書いています。 

これがなぜ「明日に向かって」となるのか、スペイン語に詳しい方、誰か教えてください。 

 

ま、それはともかく、曲はラテン・ミュージックらしく哀愁と情熱がうまく配合していて、 

すぐに引き付けられます。 

スペイン語会話で紹介された時には MV が一部流れましたが、これがまたクール！ 

 

それにしても、現在アメリカではヒスパニック系の人口が急増してきていて、 

街中での標識などの表記もスペイン語の併記が必要になってきているそうです。 

 
 
  



お気に入り CD３１ 張韶涵（アンジェラ・チャン）「夢裡花」  

 
ハワイのお話もまだ途中なんですが、今日は中華ポップのお話。 

 

最近よく聞いている CD がこれ。 

張韶涵（アンジェラ・チャン）の名前は, 

中華ポップを聴きだして間もない頃から知っていたのですが、 

今までなんとなく興味もなく聴く機会がありませんでした。 

それがネットでふと１曲聴いて気に入って、CD まで買ってしまいました。 

 

張韶涵の曲の何がどういいのか。 

中々うまく説明できないでいるのですが・・・。 

声がきれいだとか言われるようなのですが、 

僕はむしろちょっと変わった声をしているなあとう印象です。 

でも、なんかその方が印象に残りますね。 

そして、聴いているうちにだんだんとはまっていくのがわかります。 

 

 唯一純白の花 夢裡花 

 琥珀色の月の下 盛んに咲いている 

 たとえ愛の力を失っても 

 私は少しも怖れない 

 

 天にかすかな光が洩れている 

 虚無を照らす光 

 荒れ果てた廃墟の中に 

 ただ唯一夢想をさがす 

 

 古い巨石の上 

 神秘の光を見守る 

 透き通った藍色の川 

 真実の方向に導く 

 砂塵が通り抜け 

 掌をかすめていく 

 夢を信じてひたすら進んでいく 

（夢裡花） 

 

まあ、相変わらずへたっぴぃな訳なんですが。 

夢裡花の「裡」は「中」の意味。夢の中の花くらいの意味ですかね？ 

 

この張韶涵（アンジェラ・チャン）歌もいいのですが、 

最初のころはテレビのドラマに出ています。 

そのドラマを先日見ましてまたまたはまっている所なんです。 

まあ、その話はまた後日。 

 
 
  



お気に入り CD３２ 蔡依林（ツァイ・イーリン／ジョリーン・ツァイ）「特務 J」  

 
先日神戸に行って、「インカ・マヤ・アステカ展」を見た話をしました。 

神戸に行けば必ずのぞいてみるのが中華系ショップ。やっぱり行ってしまいました。 

 

この日の収穫は特に周杰倫（ジェイ・チョウ）の CD「我 Hen 忙（Hen は行ニンベンに艮）」とこの蔡依林の CD「特務 J」。 

あと、梁静茹「崇拝」と王心凌「fly Cyndy」が手に入れば最高だったのですが、さすがにまだ出てませんでした。 

 

今回の蔡依林はクールです（笑）。 

１曲目の「特務 J」の出だしは、００７のテーマ曲を思わせるメロディで、MV もスパイものの物語になっています。 

 

でも僕の今回のおすすめ曲は、１１曲目の「日不落」。 

日＝太陽は落ちない（沈まない）Sun Will Never Set という曲なんですが、もと歌は「Sunshine In The Rain」という曲らしいです。 

 

僕は全く知らなかったのですが、ネットで作曲者などからたどって何とか調べてみますと、 

BWO という人（グループ？）が歌っているようですね。 

スウェーデンの歌手なのかな？洋楽に疎いので全くわかりません。誰か詳しい人は教えてください。 

You tube に面白い MV（http://www.jtube.net/watch/schiptjenko/3URMhQUWI3A）がありました。 

 

僕は、この元歌は知らなかったのですが、蔡依林のこの曲を聴いて、 

７０年代に流行ったアルバート・ハモンドの「カリフォルニアの青い空」を思い出しました。 

なんとなく懐かしいサウンド。 

 

「日不落」の MV（you tube http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=16uBDOZFRwA）。 

こちらは、「特務 J」とは打って変ってかわいい路線全開です。 

お連れの男の人については好みが分かれるところでしょう。 

ということで、本日のいいかげん＆へたくそ訳は「日不落」。 

 

 空の霧の流れはのんびり 

 川の水は絵画の様に静か 

 ハトは雲をついばみ 

 私の心はこっそりと晴れ上がる 

 

 あなたが勇気ある近衛兵の様に 

 愛を不動で守ってくれる 

 追憶の中に足跡を残すあなたは 

 私の愛の風景 

 

 私はあなたに「太陽は沈まない」という想いを送ろう 

 愛を代表する葉書を送ろう 

 私はあなたに「太陽は沈まない」という恋を送ろう 

 心と心をつなぐ世界を歩き回ろう 

 

 あなたは私のセレモニー 

 あなはは私の晴天 

 私の愛はまだ眠らない 

 「太陽は沈まない」という想いが 

 あなたの周りを飛んでいる 

 私の愛はまだ眠らない 

 

 愛のバスはいつも走ったり停まったり 

 ほほ笑みながら広場の人波を眺める 

 私は愛をすべて心の中にしまって 

 一緒に旅をしたい 



お気に入りＣＤ３３ 周杰倫（ジェイ・チョウ） 「我 Hen 忙」  

先日行った神戸で買ったＣＤのもうひとつが、このＣＤ。周杰倫（ジェイ・チョウ） 「我Hen忙（Henは行ニンベンに艮）」 

 

周杰倫のファンならすでによーくご存じでしょうね。 

このＣＤのトップに入っている曲「牛仔很忙」、これには意表をつかれました。 

いままでの周杰倫はラップが有名なのですが、この曲は何とカントリー。すごいですね。どんな曲でも作っちゃうんだ。 

でも、曲調がラップからカントリーに変わっても、やっぱり早口で歌えません（笑）。 

 

ウララー！ 汽車の汽笛        飛ぶような馬の蹄の音    

女の子がハーモニカを吹いている  夕日がシルエットを美しくしている    

オレは拳銃で日記を綴る・・・     風景の紹介はこれでおしまい      

続いて自己紹介と行こう！ 

 

オレはカウボーイ バーでは牛乳だけを注文さ   

なぜビールを頼まないかって？   ビールは身体に悪いからさ 

大勢いても目じゃないよ       武器に頼って威勢を張っているから   

丸腰ではアリみたいにかしこまってるけど 

 

めんどうは要らない 要らない   君たち一緒にかかってきなさい 

オレは急いでるんだ 

毎日決闘で観衆は疲れてる    英雄も疲れてる 

めんどうは要らない 要らない   手短にもう一度言うよ 

君たち何人でも一緒にかかってきなさい 

正義がオレを呼んでいる      美女がオレを呼んでいる 

ああカウボーイは忙しい 

 

オレはラララ ロバに乗る     なぜなら馬じゃ足がとどかないからさ 

お風呂はいつも泡風呂さ     なぜならおもちゃで遊べるからさ 

オレの心は善良そのもの     いつも着るのはフェイクの牛革 

倒れる時にはなるべく草を押しつぶさない 

 

銃口はどこに行くかわからない   オレはかつて神に誓った 

やむを得ない場合以外は      できるだけパチンコを使おうって 

マスター！ まずはシェークをくれ！ それから逃げ出す前に 

オレのロバに餌をやっといてくれ！ 

 

このＣＤこんなんばかりかと思ってましたが、（こんなのばかりでも楽しくて僕は好きですが） 

他の曲は周杰倫らしいメロディラインのきれいな曲でした。これはこれでいいですね。 

 

 

 

今年僕が手に入れたＣＤの中でおすすめは、 

 

第 1 位 張韶涵（アンジェラ・チャン）「夢裡花」  

第 2 位 蔡依林（ツァイ・イーリン／ジョリーン・ツァイ）「特務 J」  

第３位 周杰倫（ジェイ・チョウ） 「我 Hen 忙」 

第４位 梁静茹（フィッシュ・リョン）「親親」 （これは２００６年発売） 

第５位 元若藍「愛×無限大」  

特別編 許茹芸（バレン・シュー）「好聴」  

 

といったところでしょうか。まだ手に入れていませんが、梁静茹の「崇拝」や王心凌の「Ｆｌｙ Ｃｙｎｄｙ」がすでに発売されており、 

このあたりも多分おすすめでしょうね。さあ、来年もいっぱいＣ－Ｐop 聴くぞ！ 

 

  



お気に入り CD３４ Susan Wong 「Someone like you」  

 
以前、お気に入り CD１９で Susan Wong の「Close to You」を紹介しました。 

 

歌っているのは中華系のシンガーで、 

スローな JAZZ 寄りのスタンダードで気に入っていたのですが、 

今までこの人の他の CD がどうしても手に入らずにいました。 

 

実はこの年末年始、バンコクに行ってきたのですが、 

そこで、何と！Susan Wong の CD を見つけたのです。 

それも、この CD を含め３枚も！ 

結構日本で HMV やら Tower Record やらで探してはいたのですが全然なくて。 

（まあ、通販で探せばあったのかもしれませんが。） 

 

この CD、CD ショップで見つけたのではなく、 

バンコクの GAYSORN という高級ブランドを主に扱うデパートの中のセレクトショップにありました。 

こんな所で見つけるなんて！ 

思わず「うわー！Susan Wong、見つけた！」と一人はしゃいでいたので、 

家族からは呆れられてしまいました。 

 

この CD さっそく聞いてみました。 

品の良さを感じる歌声は「Close to You」と同様。 

哀愁や内なるエネルギーを求める人にはちょっと物足らないかと思いますが、 

さらっとしてて、それでいてしっとりした感じ 

（なんて言ってますが、何のことやらわかりませんね（笑））、 

そんな感じが欲しい人にお勧めです。 

 

というわけで、２００８年はバンコクのお話を少しずつしていきたいと思います。 

 

 

  



お気に入り CD３５ Mayra Andrade 「Navega」  

 
最近更新が滞っていましたね。 

ネタがないわけでもないのですが、 

何となく気持ちに余裕がなくてそのままになっていました。 

バンコクの話も大分記憶が薄れてきてしまってダメですね。 

まあ、気を取り直して書きやすい題材で再開しましょう。 

今回は C-Pop ではありません。 

 

この CD は買ってそろそろ１年くらいたつと思うのですが、 

いまだに飽きることなく時々繰り返して聴いています。 

 

この CD は輸入ものでたまたま CD ショップの店頭でジャケ買いしたか、 

視聴できて思わず衝動買いしたか・・・ちょっと今となっては覚えてないのですが、 

曲を聴いてどんどん好きになった CD です。 

 

「Navega」は「航海」という意味だそうです。 

 

Mayra Andrade はキューバ出身だそうですが、現在はフランスに拠点を置いているとか。 

ブラジル音楽やボサノバ、ジャズなどがうまく融合した音楽で、 

素朴で哀愁がある上に力強さを感じます・・・・、って、うまく表現できないのですが。 

 

そのあたり、 

go-portugal さんがブログ「ポルトガル素朴な生活計画（残念リンク切れ）でうまく紹介されています。 

ご参考にしてください。 

 

さて、おすすめですが、僕の勝手な好みですが、 

Dimocransa 

Tunuca 

Comme S'il En Pleuvait 

Poc Li Dente e Tcheu 

あたりでしょうか？ その他の曲もいですよ。 

You tube あたりで探してみてください。 

（http://www.youtube.com/watch?v=awlrjmoLzKs） 

 

  



お気に入りＣＤ３６ 張韶涵（アンジェラ・チャン）「Ａｎｇ 5.0」  

 
ちょっと前に買って結構聴いていたのですが、 

訳すのに時間がかかって今になってしまいました。 

（というか、中国語の先生に教えてもらったのですが、 

ずぼらしてそのままにしてあったのでした。） 

 

張韶涵（アンジェラ・チャン）は前回のＣＤくらいから聴きだしたので 

比較的新しいお気に入りの歌手なんですが、結構くせになります（笑）。 

 

今回のアルバムも結構はまりました。 

 

 空は青空 夢は炎のように愉快 

 あなたと私 すごくお似合い そう信じてる 

 汗は気持ちよく流れ 勇気は愛をきらめかせる 

 勇気は怖れない 私たちみんなが笑えるまで 

 

 あなたの頬が赤く染まり始めるのが好き 

 ばかばかしくなるまで私を愛してくれるところが好き 

 世界が狂いだすまであなたのことを想う 

 次の一秒 私は歌う 

 

 気が狂うほどにあなたが好き 

 あなたを愛するようになってとっても楽しい 

 あなたは永遠に私のものと幻想を描く 

 私の欲しいもの 愛するもの 得るのは難しい 

 

（我恋愛了） 

 

うわー、こんな訳でいいのかしらん。 

 

この「我恋愛了（私恋しちゃった）」はＭＶがついてまして、 

このＭＶが結構面白い。（YouTube http://www.youtube.com/watch?v=enIea8_51o4） 

 

 

 夢から覚めたアンジェラ・チャンが見つけたのはイケメン。 

 ところがこのイケメン、ロボットなんでしょうか？ 

 そのままでは動きません。 

 そこでバッテリーをつなぐと・・・動き出しました。 

 この彼、アンジェラを守るナイトとして立派に働きます。 

 彼女もすごく気にって盛り上がり、 

 もう少しでキスをしようかと言う時に彼のバッテリーが切れちゃったりしたりして・・・。 

 最後にあれっ？というオチまでついています。 

 

 

この「我恋愛了」以外の曲も結構気に入ってます。 

その中でも僕の好みは「親愛的 那不是愛情」という歌。 

「なつかしいあの情景はでも愛じゃない」とでも訳したらいいんでしょうか？ 

 

 教室のあのオルガンがディンダンディンダン 

 あなたの告白の声のようにいつも軽やかだ 

 あなたは微笑んでラブレターをくれると身を翻してく 

 あなたの素敵な筆跡 

 私は暖かな牛乳瓶を握りしめ 

 こころはいつも温かくなる 



 

 あの日々は回転木馬のように頭の中を廻っている 

 あなたがくれた情景 

 あなたは手をつないで約束してくれた 

 でもあの懐かしい情景は愛じゃない 

 追いつけない流れ星に願いをかけるようなもの 

 どんなに美しいできごともただの過去にすぎない 

 

 あの時の約束は若いがゆえのこと 

 あれは別に愛じゃない 

 それは精霊がまちがって森に住んでいたようなもの 

 あの愛は幻のように透明なのだ 

 

（親愛的 那不是愛情） 

こちらのＭＶ（YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=-kq3n_-pZsg&feature=related）です。 

こちらは「我恋愛了」のようなにぎやかな曲とちがって、 

どう言ったらいいんでしょう？ 

ちょっとせつない昔を懐かしむような曲かな。 

 

 

 

 

 

 

し、知らんかった！ こんな歌手（グループ）がいたなんて。  

 

先日うちの子どもが、インターネット見てたらすごく面白い歌が You Tube にあったよと言ってきた。家族みんなで見てみた。 

 

ブリーフ＆トランクス 「コンビニ」 http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=AFtvJKMDxvY 
 

歌詞も面白いし、曲もいい。 おまけに歌がすごくうまい。 

たちまち魅せられて他の歌も見てみました。 

 

ブリーフ＆トランクス 「さなだ虫」 http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=2BBM_8JIId8&NR=1 

 歌の調子はマイナーですがこれも面白い。 

 

ブリーフ＆トランクス 「青のり」 http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=wY1Ze3GdbB8&feature=related 

 こちらは曲調は明るいけど・・・。 

 

ブリーフ＆トランクス 「石焼きイモ 

http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=3ZrCbnUcWZ8&feature=related 
 これなんか、曲自体そのまま名曲になりそう。 

 コミックソングの域を超えてますね。 

 

こんなに曲もいいし、歌詞も面白いし、歌もうまいのに、全く知りませんでした。 

おまけにこのグループ活動していたのが、１９９８年～２０００年の２年間で、今は解散してしまっているんですね。 

知らんかった～！ 
 

 



お気に入り CD３７ 王若琳（Joannna Wang）  

 
最近一番聴いているのがコレ。 

 

Marvelous さんの C-Pop 強力サイト「C-POPS 聞こうぜ！」

（http://blog.goo.ne.jp/nextpartner/e/55ea92e77a5e93132bcb6f5b64ca1cb6） 
でこの CD の存在を教えていただきました。Marvelous さん、いつもありがとうございます。 

 

ちょっと Jazzy で、ちょっと脱力系。 

確かにノラ・ジョーンズ、小野リサあたりが好きな人ならこの CD はまるかも。 

２枚組 CD で、１枚は英語の歌で、もう１枚は中国語です。 

英語の方もいいですし、中国語バージョンも耳に心地よいですね。 

新人らしいですが、そんな感じは少しもみられません。 

 

＜迷宮＞ 

 あなたを眺めながら窓の外に目をやると 

 そこには人知れず赤く染まった紅葉 

 

 あなたの手をそっときつく握ってみた 

 あなたに惹かれてもいいのかしら 

 

 ここから始めよう 

 ゆっくりでいい 

 迷宮のような未来 ぐるっと回って どこに行けるのだろう 

 私は愛が少し神秘を含んでいるところが好きだ 

 

 どこに行こうがかまわない 

 ここから始めよう 

 私とコーヒーを飲む 愛は空気の中にある 

 

 暖かなのはあなたの笑顔 

 心のほこりを追い払う 

 

 あなたがかつて誰を愛したかなんて気にしない 

（以下略） 

 

この曲は、台湾テレビドラマ「美味関係（おいしい関係）」の挿入歌でもあります。 

このドラマについては、また別の機会に。 

 

 

  



お気に入りＣＤ３８～４１・・・というか歌 中島美嘉「雪の華」と中華ポップのコピー  

 
最近ＣＤの紹介をしていませんでしたね。まあ、相変わらず飽きっぽいので色々と聴いています。 

今回は趣向を変えて一つの曲を色々な人が歌っているのをご紹介します。 

まずは元歌：中島美嘉の「雪の華」。これはほとんど説明不要ですね。僕もこの曲の入ったＢＥＳＴ持っています。 

 

 
中華系の歌手でこの曲を歌っている人が何人かいます。 

まずは、蔡淳佳（ジョイ・ツァイ）のバージョン。 

蔡淳佳は以前、「有一天我會」というＣＤを紹介しました。 

シンガポール出身の歌手で僕のお気に入りの一人なんですが、中国の大陸でのデビューが遅かったのであまり知られていないかも。 

「対不起、我愛ｲ尓（トゥイプチー・ヲー・アイ・ニー：ごめんなさい、あなたを愛しています）」がカバー曲。歌詞の内容は全然違います。 

 

 あなたは両手をあけて  

 真っ暗な夜を通り抜けるために私の手をひいてくれた 

 二人の手のひらの中には  

 広い空がすっぽりと全部おさまっている 

 誰も口を開こうとせず  

 星もきらめくのを忘れてしまった 

 あなたが私と一緒にいてくれるのなら  

 私は空の果てまで行けそう 

 

 私はあの時のことを覚えている 

 手のひらから伝わってくるぬくもり 

 もし１日だけを生きるのであれば 

 あなたと愛し合ったあの日があれば 

 私は何の悔いもない 

 

 （以下省略） 

 

 思い出であなたを想う時間を暖めよう 

 愛は私の心の中にあるので私は不憫ではない 

 思い出であなたを想う時間を暖めよう 

 最後に一緒に撮った写真を窓の前に置いて 

 多分あなたも私と同じように 

 サヨナラの時を数えているのかもしれません 

 私たちが約束を交わした永遠を私は待っています 

 

中国語の先生に聞いて書き留めたのですが大分日がたってしまって記憶があやふやでちょっと訳も怪しいです。 

（と、ちょっと言い訳） 

 

この蔡淳佳が歌っている「雪の華」のカバーはＹｏｕ Ｔｕｂe でも見ることができます。http://www.youtube.com/watch?v=kjzs9LpFdcc 

この動画、最初は幸せそうなカップル（蔡淳佳と相手の人はよく知らないのですが）が、 

どうも男性の方が不治の病で亡くなってしまうという悲しいお話になっているようです。 



 
さて、もう一つの「雪の華」のカバーですが、こちらは韓雪（ハン・シュエ／セシリア・ハン）という女性が 

「飄雪（舞い落ちる雪）」という題名で歌っています。 

というか、むしろこの「飄雪」は中国ではかなりヒットしたそうで、「雪の華」のカバーと言えばまずはこちらでしょうね。 

この方は中孝介さんとデュエット曲も出されています。 

 

写真のＣＤは「狂想的旅程」というアルバムですが、日本版にはこの「飄雪」が入っていますが、 

中国版、台湾版には入っていません（たぶん）。 こちらもＹｏｕ Ｔｕｂｅで見ることができます。

http://www.youtube.com/watch?v=K6IQdRUUeMg 

蔡淳佳よりも声が高くて澄んでいます。僕は蔡淳佳の方が情感があって好き。 

 

 うっとうしい空 舞い落ちる雪 

 この伊豆の温泉は 私に孤独をしみこませる 

 ひらひらと落ちる一片の枯葉 まるであなたと私の結末のようだ 

 この伊豆の温泉は 温かな昔の思い出で満たされている 

 

 あなたの手 かつて私の肩を抱きしめて 

 私を永遠に愛するとつぶやいた 

 雪の花は 打ち上げ花火のように 

 天と地の間で意のままに舞う 

 

 （途中省略） 

 

 雪は記憶の傷を葬り去ってくれる 

 昔のことは霧のようにゆっくりと蒸発していく 

 麻痺するまで痛かったら忘れられるだろう 

 私の涙をたえず洗い流してくれるだろう 

 あなたがキスをしてくれた頬を洗い流してくれるだろう 

 

 手をのばして昔と同じ氷雪をとどめたい 

 その瞬間とける雪はまるで 

 あなたとわたしの愛という童話を供養してくれているみたいだ 

 

（でも、なぜ「伊豆の温泉」なんだろう（笑）） 

 
で、最後にもう一つ、最近手に入れたＣＤがこれ。泳兒(ヴィンシー)という歌手が広東語で歌っています。 

曲名は「花無雪」というのですが、写真は最近発売された「close to you」のというアルバムのジャケットです。 

Close to you は言わずと知れたカーペンターズのそれが有名ですね。 

僕もそれにつられて広東語にもかかわらず買ってしまいました。 

このＣＤの中では広東語バージョン（題名「近」）と英語バージョンが入っています。 

で、僕の買ったのはセカンドロット（か、さらにそれ以降？）だったので、本来の CD＋VCD だけでなく、 

Bonus CD がさらに２枚ついていてかなりお買い得なアルバムになっています。 

 

と、「雪の華」とは関係ない話になってしまいましたね。この、泳兒の広東語バージョンの「雪の華」も香港ではかなりヒットしたようです。 

もちろん、歌手の力量もあるのでしょうけど、やっぱり元歌がいいというのもあるのでしょうね。 

やっぱり You Tube に動画がありました。http://www.youtube.com/watch?v=m7omK7NyiFo&feature=related 

ただ、広東語は全くわかりません。 


