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君は何が歌いたいのか 梅津 時比古

◆応募資格：　国籍、年齢を問わない。
◆応募要項：　１．下記の（１）（２）の応募作３編を提出すること。日本語に限る。
　　　　　　　　（１）演奏会批評・・・個評２編
　　　　　　　　＊2013年12月1日以降2014年5月30日までの国内で開催された演奏会を聴いて書く　＊字数制限・・・1,000字まで
　　　　　　　　（２）未発表の音楽時評もしくは音楽評論１編 
　　   　　　　　 ＊テーマは自由／＊枚数制限・・・400字×15～25枚（6,000字～10,000字）
　　　　　　　２．応募作とともに下記の事項を記入した書類を提出する。
　　　　　　　　 ＊氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・略歴・応募のきっかけ（何で知ったか）
　　　　　　　３．提出期限…2014年５月30日（金）16:30必着　
◆審査方法：　書類選考（必要に応じて面接あり）
◆発　　表：　2014年9月頃
◆表　　彰：　優秀者１名に対し、＜柴田南雄音楽評論賞＞を授与する。
　　　　　　　＜柴田南雄音楽評論賞＞・・・賞状と賞金60万円。奨励賞の場合は賞状と賞金30万円　
【お問い合せ】 　桐朋学園大学 柴田南雄音楽評論賞係　TEL： 03-3307-4102　Mail：n-shibata-mca@tohomusic.ac.jp

Winter

● 《桐朋生の素顔》×《桐朋の教育力》
　　・ 石井 楓子 さん × 村上 弦一郎 教授
　　・ 大江 馨 さん × 堀 正文 教授

◇　追悼　三善 晃 元学長
◇　桐朋祭 Photo Gallery
◇　News ＆ Topics

　フルートをはじめ木管楽器が自らの存在を音色で示しながら少しずつ溶けあい、森の葉ずれのやわらかさが広がる。
ラヴェルが童話を題材にした組曲「マ・メール・ロワ」の第１曲「眠りの森の美女のパヴァーヌ」。物語の始まりを伝える音
の静けさに引き込まれた。風のゆれのように吹き始めるフルートも、続くオーボエ、クラリネットも、ひとつひとつ音の言葉
として聞こえる。フランス国立フィルハーモニー管弦楽団の名手たちは、自らの音の個性の彫琢に専心していて、他と形を
合わせることを第一とはしていない。それぞれの吹く音を合わせてゆくのは指揮のチョン・ミョンフンの仕事だ、といわん
ばかりで、事実、さらに加わる優しい弦楽器も含めて、指揮者は絶妙のバランスを取って音を溶けあわせる（９月30日、
サントリーホール）。
　子供のときこの曲を聴くと、森の中で眠りから覚めたお姫さまが王子さまとゆっくり踊る光景を想像していた。今回のフ
ランス国立フィルハーモニー管弦楽団の演奏では、むしろ世界の原初の姿を思い浮かべさせる音を聴いた。
　考えてみれば、子供にとって童話に触れるときは初めて世界が目の前に開ける瞬間なのだ。ラヴェルがペローの童話
などから丁寧に紡ぎ出した音は、神秘的な色の中にたたずんでいる。そこから、森の木や草、鳥、花々、昆虫、空などが立ち
あらわれてきたのは、奏者が自然や世界を描き出そうとしているからではなく、それぞれの音の中に、問いが含まれている
からだ、と気づいた。
　世界を前にして思わず息をのむフルート、後ずさりしながら神秘を眺めているオーボエ、勇気をもって見えるものに少し
触ってみるクラリネット。奏者の音に含まれる問いの内実は、さまざまであろう。その中から繰り返し聞こえてくるのは、「君
は何が歌いたいのか」という問いであった。
　「君は何が歌いたいのか」とは、世界へ親密にかかわってゆくよすがを得るものであろう。開けた世界を前にした子供た
ちへ問い掛けるだけでなく、奏者自らへ問うだけでもなく、世界の中に存在すること自体へ問う。「そして私は何が聴きた
いのか」とこちらも自らに問うていた。
　おそらく問いは、どこでも、いつでも発せられているはずだ。だが、日常を覆う膨大な常識や社会システムに翻弄されて、
すっかり見えなくなってしまっているのに違いない。
　ラヴェルが描く音は童話を元にしながらも私たちを子供時代に帰らせるのではない。音のひとつひとつが世界を前に
した驚きにたたずんでいることを、今回の奏者たちは、自然に思い起こさせてくれた。
　君は何が歌いたいのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（毎日新聞10月15日付け夕刊より転載）

梅津 時比古 著 『神が書いた曲 音楽のクリティカル・エッセイ』 （毎日新聞社）
梅津学長の毎日新聞での連載「音のかなたへ」と「コンサートを読む」をまとめたエッセー集が刊行されました。
『音はよそから聞こえてくる。木の葉をわたる風の音にしても、楽器の音にしても。音を聴いて美しいと感じたり、泣きたく
なったりするのは、外から届いてくるものが私の内に入ってきて心を動かすからである。すなわち、音楽は他者の声である。
他者の究極は神であろう。』 [おわりにより]

※詳細はホームページでご確認ください。
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村上 弦一郎 教授
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石井 楓子 さん
大学４年

高校１年の秋、第63回全日本学生音楽コンクール全国大会で見事１位に。「堀先生はリズム感
に対してとても鋭いセンスを持っておられます。リズム感の重要性に気づくことができたことをは
じめ、様々なことで堀先生にご指導いただけて本当に良かったと思っています（大江）」
　日本音楽コンクールは一昨年から挑戦し、昨年に続いて２度目の本選出場。選曲も重要な要
素となるが、ヴァイオリンでは演奏機会が少ないドヴォルザークの作品を選んだ。「住み慣れた
仙台から首都圏に引っ越してきて、高校に入学するなど、新しい環境へのワクワク感や不安が
入り混じっていた…そんな時に、堀先生から一から教えていただいたのがドヴォルザークのコ
ンチェルトでした。この曲を演奏したり聴いたりすると当時のことが思い出され、ドヴォルザーク
特有の懐かしさの中に溶けていくような気分になります。（大江）」 大江さんのこの選曲につい
て「普段から学生の指導に関しては各個人の個性の良い部分を特にのばしたいと考えていま
す。ドヴォルザークは確かに地味な曲かもしれないが、彼の現在を表現するためには最適だと
思いました（堀）」
　本人は課題が残る演奏だったと振り返るが、『岩谷賞』（聴衆賞）そして全部門の入賞者の中か
ら最も印象的な演奏に対し贈られる『増沢賞』も受賞。「自分の好きな曲をまたあの素晴らしいホ
ールで弾ける、と楽しい気持ちで本番を迎えるように心がけました。とにかく無駄な事を考えない
ように、音楽と一体となって歌うことに集中していました（大江）」 彼の思いは聴衆に届いた。
　音楽を学ぶ意義について、堀先生は「物事を極めるということを通じて、レベルの向上はもちろ
ん、精神性の強さを学んで将来の人生に活かしてほしい。」と語る。一方、大江さん自身は今後の
抱負について「もっと多くの人、特に若い世代の人にクラシック音楽の魅力を伝えたい。それがか
なうような演奏をしたいと考えています。」 海外への留学も考えているそうだが、大江さんの見つ
める先には、これまでにはなかった音楽家の姿が見えるのかもしれない。

それぞれの学生の
「主体的な学び」を
引き出したい

大江 馨 さん
ソリスト・ディプロマコース２年

堀 正文 教授

　本学のソリスト・ディプロマコースには、「ダブルスクール」で音楽を学ぶ学生がいる。大江さん
もその一人。慶應義塾大学法学部政治学科で学びながら、今年は週１日、桐朋に通っている。
一般大学に通いながら音楽を学ぶことを選んだ理由について「音楽を深く理解するため哲学や
歴史学、政治学など、幅広いさまざまな知識が役立つと考えたからです。音楽史の中で音楽を捉
えるだけでなく、西洋哲学史や西洋史など大きな視点からも音楽を考えるようになりました。まあ、
自分自身よく理解できているかどうかは別ですけれどね。また広く音楽以外の友人を持つことも
大切と考えました（大江）」
　ヴァイオリンを始めたのは5歳。「兄がヴァイオリンを習っていて、いつもレッスンについて行っ
ていました。その先生がとても優しい方でしたし、またヴァイオリンを弾くことが本当に楽しそうに
思え、自分もやりたいと習い始めました（大江）」 小学校低学年の時は合気道と水泳、また小３か
らはスポーツ少年団で野球も始め、小６の時はチームの副主将を務めた。「学生音楽コンクール
の本選直前まで野球の試合に出ていて、ヴァイオリンの先生から呆れられていました（大江）」
　慶應義塾高校への進学を機に、生まれ育った仙台市から横浜市に移り住み、勉強とヴァイオリ
ンの両立が可能になった。「高校には色々な分野で才能を持った仲間がいて、お互いに敬意を払
う、そんな雰囲気が魅力的でした。ヴァイオリンの練習で期末試験の勉強が滞ったとき、ノートを
貸してくれる親切な友人もいました（大江）」 堀先生に師事するようになったのは、中学３年の終
わり頃からだ。「堀先生は雲の上の存在でしたし、実際近づき難いオーラを感じました（大江）」
そんな大江さんの最初の印象について「彼は頭が良いので、レッスンでも『なぜ、指摘されたか』
を理解することができましたね。注意されてもキョトンとしている生徒もいますが、彼は自分なり
にそれをすぐ受け入れられる。また、自分の許容量を決めてしまう生徒もいますが、彼は与えられ
るものを次々に吸収していく能力もありました（堀）」 その環境はすぐに成果となってあらわれた。

　日本音楽コンクール本選の約２週間後－レッスンが終わる時間にアネックス103室にお邪魔
し、石井さんと村上先生にお話を伺った。 「最近になってようやく１位をいただいたという実感が
わいてきたところです（石井）」 彼女らしい落ち着いた口調でまず喜びを語ってくれた。日本音楽
コンクールを受けるのは今回がはじめてではない。申込期限ギリギリまで受けるかどうか迷って
いた。「まだ納得のいく演奏はできていないけれど、若いうちの挑戦を大切にしたいし…と、いろ
いろな気持ちが入り交じっていました（石井）」 コンクールが始まってから心配だったのは、どこ
まで平常心が保てるかということだった。「伝統と格式のあるコンクール、どうしても力が入ってし
まいます。一次予選のベートーヴェン、３日おいて二次予選、また３日おいて三次予選と続きまし
たが、精神的にぶれないように音楽だけに集中するように心がけていました（石井）」
　予選が始まる直前の9月上旬に本学主催で6日間にわたって行われた＜シューベルティアーデ
TOHO 2013＞で、村上先生が演奏する「シューベルト：ピアノ・ソナタ第20番 イ長調」を聴いた。
「普段のレッスンでも先生は良く弾いてくださるのですが、演奏家としての先生の音を聴いたり、
姿を見ることは本当に一番の勉強になります。シューベルトの音楽はとても繊細で難しい。三次
予選では「さすらい人幻想曲」を演奏しましたが、シューベルトの音楽とはどういうものなのか、
コンクール直前に改めて教えていただけた貴重な機会だったと思っています（石井）」
　本選での演奏曲目として石井さんが選んだのは難曲、ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第３番。
「ラフマニノフの曲は独特の色彩感がありとても魅力的です。３番はコンチェルトの中では最も
好きな曲でもあり、いつか大きな舞台で弾けたら良いな…と思って、２年くらい前から練習して
いました。オーケストラとの共演はいつどのように訪れるかわからないので、いつかその機会が
あると信じて練習するしかありませんよね。笑（石井）」 「彼女が３番を弾きたいということはよく
わかっていたし、ロマンティックな曲だし、どこから見ても『相手に不足ない』曲。そんな曲に大舞
台で挑戦できたというのは、彼女自身の努力と実力が引っ張ってきたもの。４人しか弾けない舞
台で弾けたことは素晴らしいと思う（村上）」 三次予選では集中力が途切れがちな部分もあった
そうだが、本選では集中して、今の時点ではベストを尽くせた。

　本番へ向けての集中力の高め方に関して「普段は細かいところを中心に考えるのですが、直前
になるとできるだけ大きな流れで、細かいところからは離れていって曲を一つの大きな歌、物語と
して捉える。本番ではフレーズごとの呼吸をきちんと取ることを考えて、できるだけオーケストラの
音を聴こうとしていました（石井）」 本選に向けての準備ではコンクールだということを極力忘れよ
うとしていたので、結果が出た時にも、極端に感極まったり…ということはなかったそうだ。
　４才の時にピアノ教師の両親もとでピアノを始め、5才で桐朋の子供のための音楽教室相模原
教室に入室。第56回全日本学生音楽コンクール全国大会小学生の部で全国1位に輝くなど、幼い
頃からその才能を発揮してきた。村上先生には中学２年の時から師事している。「僕のところに来
た時はすでに全国１位の経歴の持ち主でしたし、最初から大人びていましたね（村上）」
　高校から桐朋に入学し、これまで順調に学び続けてきたように見える石井さんにも、迷っていた
時期があったそうだ。 「彼女がなにか考えているな、ということは私も感じていましたが、お互いに
相談しながらその壁に立ち向かい、的確に対応していくしかありません。どんな生徒からも教えら
れることは多い。それぞれの経験の蓄積が成果となるのです（村上）」 村上先生のアドバイスも大
きな力となった。
　今の教員に求められている指導力というのは、主体的に考える力や、どんな状況にも対応でき
る力を学生たちに身につけさせることだと村上先生は強調する。お話を伺った時も、村上先生の
ずっしりと重そうな鞄からは、いろいろな資料が出てきた。「村上先生には直接的な指導～曲のこ
こをどうする、というような話だけではなく、最初にお会いした時から、音楽の伝統や背景など、と
ても広い話を含めたレッスンをしていただいています。最近になって、ようやくその内容を理解で
きるようになってこられたかもしれません（石井）」
　大学４年－進路についても考える時期。今後について「今回の経験でつかめたことを維持しつ
つ、よりダイナミックな音色や響きの変化について研究していきたい」と語る。好きなドイツ音楽
を学ぶために、ヨーロッパの大学院への進学も考えているそうだ。

第82回日本音楽コンクール
バイオリン部門 第１位

第82回日本音楽コンクール
ピアノ部門 第１位

石井さんの指導教員

大江さんの指導教員

(C)青柳 聡
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あらゆる経験の蓄積が
成果となった瞬間

物事を極めることを
通じて、精神の強さ
を学んで欲しい

大きな視点から
「音楽」を考える姿勢で
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追悼  三善 晃 元学長
三善 晃（みよし あきら）元学長が、2013年10月4日逝去されました。（享年80）
三善元学長は、東京大学文学部仏文科在学中にパリ国立音楽院に留学、アンリ・シャラン氏
に師事しました。帰国後は、管弦楽曲、器楽曲、合唱曲など非常に多くの作品を発表し、これ
までに芸術選奨文部大臣賞、ＮＨＫ作曲賞、日本芸術院賞など国内外の多くの賞を受賞。
本学では、1974年から1995年まで学長を務め、教育の発展に貢献されました。
三善元学長のご遺徳を偲び、哀悼の意を表します。

TOHO
FESTIVAL
2013 
波紋　

Photo Gallery

11月2日・３日に桐朋祭が開催されました。 
現在の校舎で開催する最後の学園祭。
桐朋祭名物の「超絶技巧選手権」では、史上
初！！作曲専攻生がエレキギターで挑戦し
たり、感動に包まれた高校３年生のミュー
ジカルなど、見所・聴き所があふれる企画
の数々に、多数の来場者から盛んな拍手が
送られました。

                                                                            　　　　　　　　　　 　　　　石島 正博  （教授・作曲理論）　

高校３B－ミュージカル 高校３A－ミュージカル

もぐらオーケストラ学生会オーケストラによるブラームス：交響曲第２番

超絶技巧選手権 高校生の模擬店にて

藝大×桐朋 合同オケ－ベランダにバンダ＆合唱隊が登場 野外ステージ全景

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　金子 仁美  （准教授・作曲理論）

　三善先生との数えきれない思い出の中から、出会い、レッスン、その後について書きたいと思います。
　仙川の音楽教室生だった頃、202室の合唱授業で、沢山の音で真っ黒になったプリントが配られました。五線紙からはみ
出るような音符。10本の指で足りるのかと数えてしまった厚い和音。拍に合わなくて驚愕したリズム。そしてその一頁目には、
筆圧を生々しく感じる太く独特な文字で『ゴリラのジジ』と書かれていました。白石和子さんの「動物詩集」から三善先生が作
曲された一曲です。その譜面は、子供だった私が初めて手に取る作曲家の自筆で、その迫力に圧倒されました。譜読みに挑
戦してみましたが、音符が読めない！ピッチが取れない！何調か分からない！何もかもがさっぱり分かりませんでした。なのに
気づいてみると電車の中では譜面を広げ、自宅では大声で歌い、ピアノに向かえば弾き語りを試み、といつしかグイグイと先
生の音楽に引き込まれていました。それ以前から遊びで小品を書いていましたが、今になって思えば、この「ジジ」体験が私
を作曲の世界に導く種を蒔いてくれたように思います。
　三善先生の作曲レッスンには、その前日から食べ物が喉を通らなくなるほどの緊張感がありました。レッスンに持っていっ
た作曲の内容が芳しくないと、先生は黙って厳しい視線で譜面を見続け、長い沈黙の後、一点を指さし、こちらを見て「わかる
ね」と一言。それで終わったレッスンもありました。沈黙の恐ろしさを身に染みて感じ、その指さされた一点からすべての問題
点を自分で導き出しなさい、と伝えられていることに気づきました。
　作曲家として独り立ちした後、ある専門誌に自分の作曲語法について文章を書いたことがあります。三善先生は何処かで
それをご覧になったようで、思惟的な創作法、と評価してくださるお便りを頂戴しました。返答という形でなく先生からお便り
が届いたのも、独自に展開していた私の作曲に言及して下さったのも初めてのことでした。かつて桐朋の学生だった頃、留学
資格を得た私に、先生は「まだ教えることがある」と仰り、その言葉を胸に戸惑いながら私はフランスに旅立ち、もう後戻りは
出来ないと悟りました。ですから十数年以上経って届いた先生の言葉に、創作の孤独と戦う勇気をどれほど与えられたか分
かりません。
　様々な形で三善先生と接してきた私達にとって、先生の言葉には、限りなく想像力を駆り立てる力、魅力があったと思いま
す。その言葉にこめられた精神は、今後も私達から次の世代へと受け継がれてゆくでしょう。
　三善晃先生への感謝の意をここに表します。

　去る、10月４日に作曲家の三善晃先生が逝去なされました。桐朋学園でも長年に渡り教鞭をとられた先生は、音楽を愛し、
真剣に学ぶ学生生徒と互いの尊敬を分かち合っておられました。先生が自らの過酷な創作活動に打ち込み、身も心もひどく
傷ついておられる時に、あの重そうな頭をどうにか細い首で支えるようにして学生・生徒の待つ教室へと歩いていかれる姿は
印象的でした。
　三善晃の音楽研究の第一人者である丘山万里子さんは先生の追悼記事のなかで、先生がアナリーゼのクラスに現れた時に
述べられた、「僕はそのとき、自分が感動をもって語れる言葉しか、皆さんには語れません」という言葉の居ずまいの美しさに劇
しく打たれた、と書かれましたが、同じ意味で私には忘れられない先生の言葉があります。
 「創作の創とは《傷》の意。《傷ついて作る》、それが創作です。石島くん！ 血は意識して流さなければならない。」
創ることの必然とそれにともなう技術の錬磨を説いた言葉です。
　これらの言葉を生涯、先生は超越した気高さをもって、一対一の人と人、あたかも相撲の立ち会いのような緊張感を持って
いつも話されました。そしてぶつかる度に跳ね返された強靭なその胸はしかし、私の絶望を何度も受け止めて下さいました。
2011年3月11日の午後、私は先生の病室にいて、故郷が濁流に飲まれる映像を一緒に見ていたのです。その時の私を見た
先生の眼を私は一生忘れません。深い悲しみと慈しみ、《創りなさい！》とその眼は言っていた、そう私は思っています。
　先生！ 先生が逝かれてからそう遠くない時期に、私はカルフォルニア大学（UCSD）で自身の作品のレクチャーをし、世界各国
から学びにきている学生たちと議論してきました。《作曲における論理的なものと直感的なものとの整合性について》が議論の
テーマでしたが、疲弊したヨーロッパに巣くった戦略主義を超えた音楽の創作が再び行なわれようとしている予感がそこには
ありました。
　此岸と彼岸の真中を流れる意識の河で、先生がその限りなく豊かに美しい持続をその大いなる河の流れに同期させ、眩い
ほどの壮大な光の音楽を黙 と々創られているお姿が私には見えるようです。
　キラキラ光る　おそらのほしよ 　
　アキラも光り　みんなをみてる

追悼　三善晃先生

三つの思い出
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News & Topics

シューベルティアーデ TOHO 2013

　2013年9月2日～7日の６日間、カワイ表参道・コンサートサロ
ン「パウゼ」にて 《シューベルティアーデ TOHO 2013》 が開催さ
れました。オープニング・コンサート、イブニング・コンサート、公開
講座等、ファカルティ・コンサートを中心としたプログラムが組まれ
本学教員33名が出演しました。また、 選抜学生によるランチタイ
ム・コンサートも開催され、全学一体となってシューベルトの世界
を堪能しました。
　4日の声楽曲コンサートは共演者として、6日のイブニング・コン
サートでは「さすらい人変奏曲」を演奏した中井恒仁准教授は
「ひとつのテーマのもと、一週間にわたって、多様な内容で多くの
先生方が共にステージを盛り上げられたこの企画は、有意義で興
味深いものになったように思います。やはり「音楽」を通してのコ
ミュニケーションは格別ですね。一緒にステージを作ることに関わ
らせていただけ、大変嬉しい時間を持て、感謝しています。《桐朋
学園》を知っていただく良い機会としても、今後もさまざまな企画
が実現できるとよいと思っています。」と、このコンサートの意義を
語ってくださいました。

コンクールでの活躍

News & Topics

　＜東京の夏＞音楽祭の開催などで、日本の音楽文化の発展に貢
献してきたアリオン音楽財団が2013年3月末日をもって解散した
ことに伴い、学校法人桐朋学園は、その残余財産等を引き継ぐこと
になりました。11月5日に桐朋学園法人本部において、寄贈授与式
が行われ、財団からは江戸京子理事長ほか４名、桐朋学園からは
小柳敏志理事長、梅津時比古学長、玉置善己理事が出席しました。
　今後、桐朋学園は、若手音楽家に対する顕彰と助成を目的とした
＜アリオン桐朋音楽賞＞、音楽評論を広く社会に発表し、音楽文化
の質の向上に貢献することのできる音楽評論家を育てることを目
標として、将来期待される有能な個人を顕彰する＜柴田南雄音楽
評論賞＞を運営いたします。 P.8 に＜柴田南雄音楽評論賞＞2013
年度公募要項を掲載しています。

　今年度も日本音楽コンクールをはじめとして、本学の学生・生徒・
卒業生等が各種のコンクールで活躍しています。その成績の一部
をご紹介させていただきます。（ホームページもあわせてご覧ください）
　
＜第82回 日本音楽コンクール＞
ピアノ部門　　　第１位　石井 楓子 （大学４年）
　　　　　　　  入選　　神谷 悠生 （CD１年）
バイオリン部門　第１位　大江 馨 （SD２年）
　　　　　　　  第３位　土岐 祐奈 （大学１年）
フルート部門　　第２位　多久和 怜子 （2013.3研究生修了）
　
＜第11回 東京音楽コンクール＞
弦楽器部門　第１位　田原 綾子 （大学１年）
　　　　　　第２位　篠原 悠那 （SD２年）
木管部門　　第２位　多久和 怜子 （2013.3研究生修了）
　
＜第67回 全日本学生音楽コンクール 東京大会 チェロ部門＞
高校の部　　第２位　水野 優也 （高校１年）　
大学の部　　第２位　黒川 実咲 （大学４年）
　　　　　　第３位　小林 幸太郎 （研究生１年）　

　2014年４月より、桐朋学園芸術短期大学との授業連携を実施
いたします。これにより、大学生は短大・演劇専攻の演劇史やミュ
ージカル論、映画論、演出論、そして音楽専攻のアウトリーチ概説
などの講座を履修できるようになります。短大で履修した科目の単
位は、「選択科目」として認定されます。詳細は、4月のオリエンテー
ション時に説明がありますので、積極的に活用してください。

12月 December

10日（火）　第32回 パーカッションの夕べ  
　　　　　18:30 開演　《調布くすのきホール》

15日（日）　チェロアンサンブル
　　　　　14:00 開演　《府中の森芸術劇場ウィーンホール》
 　　　　　  
18日（水）　ハープアンサンブルの夕べ 
　　　　　　  18:30 開演　《調布くすのきホール》

19日（木）　第23回 Symphonic Winds 演奏会
                   19:00 開演　《調布くすのきホール》
　　　　　　指揮：上原 宏
　　　　　　 【プログラム】
                     ホルスト：組曲 第1番 変ホ長調
 　　             ヴァン・デル・ロースト：カンタベリー・コラール
                     グレインジャー：リンカンシャーの花束
                     中橋愛生：氷結の花～吹奏楽のための 
                     レスピーギ：シバの女王ベルキス

※詳細はホームページの「演奏会情報」でご確認ください。

1月 January

12日（日）　桐朋学園オーケストラ演奏会
　               （附属子供のための音楽教室水戸教室30周年記念）
　　　　　15:00 開演　《茨城県立県民文化センター・大ホール》
　　　　　　指揮：清水 醍輝、ピアノ：西原 瑠一（大学１年）
                      【プログラム】
　　　　　　W.A.モーツァルト：歌劇「魔笛」序曲
                      W.A.モーツァルト：ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
                      S.プロコフィエフ：交響曲 第1番 ニ長調「古典交響曲」
                      M.ラヴェル：ラ・ヴァルス　　

15日（水）　弦楽オーケストラ演奏会
　　　　　18:30 開演　《調布くすのきホール》
   　　　　　指揮：山下 一史
                     【プログラム】
　　　　　   A.ドヴォルジャーク：弦楽のためのセレナード ホ長調
                     H.ヴォルフ：イタリアン・セレナーデ ト長調
                     D.ショスタコーヴィッチ／バルシャイ：室内交響曲 ハ短調
                                                                                              op.110a　
17日（金）　合唱の夕べ 
                   18:30 開演　《調布くすのきホール》
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2月 February

3月 March

19日（水）　オペラ試演会 
　　　　　　　17:30 開演　《調布くすのきホール》

９日（日）　大学ピアノ専攻卒業演奏会
　　　　　 15:30 開演　《浜離宮朝日ホール》

堤 剛 前学長が文化功労者に選ばれました

　10月25日に政府が発表した平成25年度の文化功労者に、堤 剛 
前学長が選ばれました。文化功労者は、文化の向上や発展に関し
て、特に功績があった方から選ばれており、本年度は15名が選ば
れました。 堤 前学長は、名実ともに日本を代表するチェリスト。
2004年4月から2013年3月までの9年間、桐朋学園大学の学長を
務めました。1992年の日本芸術院賞、2009年秋の紫綬褒章など、
これまでに数多くの賞を受賞しています。

桐朋学園芸術短期大学との授業連携について

アリオン音楽財団からの寄贈について

＜大学・高校＞公開卒業試験
2014年1月21日（火）～1月31日（金）〔除・土曜、日曜、月曜〕
調布市グリーンホール、調布市文化会館くすのきホールにて
公開卒業試験等が実施されます。詳細は大学ホームページ
「公開卒業試験」でご案内しています。　
http://www.tohomusic.ac.jp/college/lesson/sotsushi.html

「日本名曲アルバム」 に声楽専攻生が出演 

第４回 桐朋 ピアノ・コンペティション 

ちょうふ市内・近隣大学等公開講座

　10月1日・10月8日の両日、調布市グリーンホール小ホールにて
「ちょうふ市内・近隣大学等公開講座」の本学が担当する講座が
開催されました。今年度は、『西洋と日本－音楽の視点から－』を
テーマに、10月1日は打楽器の塚田吉幸准教授が、10月8日は
声楽の谷茂樹教授が担当しました。
　本学は、地域の大学である電気通信大、明治大、白百合女子大、
東京外国語大、東京慈恵会医科大とともに、調布市と相互友好協
力協定を締結しており、市の活動に積極的に参加しています。

秋のオープンキャンパスを開催！

　8月29日に津田ホールにて「第4回 桐朋ピアノ・コンペティショ
ン」が開催されました。この本選には、7月に行われた第一次・第
二次の予選を通過した6名が出場。審査の結果、第１位にSD1
年の石田啓明さん、第2位にCD1年の神谷悠生さんと大学2年の
中迫研さんが選ばれました。
　入賞した3名は10月21日にくすのきホールで開催された「ピア
ノ・ガラコンサート」に出演しました。  （写真は「ガラコンサート」の様子）

石田 啓明 さん 神谷 悠生 さん 中迫 研 さん

　10月20日に秋のオープンキャンパスが開催されました。冷たい
雨が降る一日となってしまいましたが、遠くは北海道や鹿児島から
参加された方もおり、各教室では熱気あふれる専門講座、各専攻
の公開レッスンが展開されました。参加した小中高生からは「学校
の雰囲気や様子がよく伝わってきた」というような感想が寄せられ
ました。

10月１日の打楽器の講座の様子

学校説明会 高橋多佳子先生による公開レッスン

　テレビBS-TBSで毎週金曜日の22:00から放送されている「日本
名曲アルバム」に声楽専攻生が再び出演します。最初の放送は6月
下旬に収録が行われ、7月12日に放送されました。今回は12月8日
に収録が予定されています。放送予定日は決まり次第、ホームペー
ジでお知らせいたしますので、ぜひ放送をご覧ください。

この秋も多くの特別レッスンが開催されました 

　例年10月・11月に数多くの招へい教授による公開レッスンが開
催されています。この秋も、エドワルド・シュミーダー教授（テンプル
大学）によるヴァイオリン特別レッスン、ヤコブ・ロイシュナー教授
（ケルン音楽大学）によるピアノ特別レッスン、ヘルムート・ドイチュ
教授（ミュンヘン音楽大学）によるドイツ歌曲の講座などが開催さ
れました。11月17日には、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の
管楽器セクションメンバー７名が来校。パートごとにマスタークラ
スが開催されました。学生たちは憧れの奏者を目前にして緊張し
た様子も見られましたが、多くのことを学びとっていました。
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＜学校法人桐朋学園アリオン江戸音楽振興基金＞
2013年度＜柴田南雄音楽評論賞＞公募要領
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E-mail： public@tohomusic.ac.jp　http://www.tohomusic.ac.jp/

君は何が歌いたいのか 梅津 時比古

◆応募資格：　国籍、年齢を問わない。
◆応募要項：　１．下記の（１）（２）の応募作３編を提出すること。日本語に限る。
　　　　　　　　（１）演奏会批評・・・個評２編
　　　　　　　　＊2013年12月1日以降2014年5月30日までの国内で開催された演奏会を聴いて書く　＊字数制限・・・1,000字まで
　　　　　　　　（２）未発表の音楽時評もしくは音楽評論１編 
　　   　　　　　 ＊テーマは自由／＊枚数制限・・・400字×15～25枚（6,000字～10,000字）
　　　　　　　２．応募作とともに下記の事項を記入した書類を提出する。
　　　　　　　　 ＊氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・略歴・応募のきっかけ（何で知ったか）
　　　　　　　３．提出期限…2014年５月30日（金）16:30必着　
◆審査方法：　書類選考（必要に応じて面接あり）
◆発　　表：　2014年9月頃
◆表　　彰：　優秀者１名に対し、＜柴田南雄音楽評論賞＞を授与する。
　　　　　　　＜柴田南雄音楽評論賞＞・・・賞状と賞金60万円。奨励賞の場合は賞状と賞金30万円　
【お問い合せ】 　桐朋学園大学 柴田南雄音楽評論賞係　TEL： 03-3307-4102　Mail：n-shibata-mca@tohomusic.ac.jp

Winter

● 《桐朋生の素顔》×《桐朋の教育力》
　　・ 石井 楓子 さん × 村上 弦一郎 教授
　　・ 大江 馨 さん × 堀 正文 教授

◇　追悼　三善 晃 元学長
◇　桐朋祭 Photo Gallery
◇　News ＆ Topics

　フルートをはじめ木管楽器が自らの存在を音色で示しながら少しずつ溶けあい、森の葉ずれのやわらかさが広がる。
ラヴェルが童話を題材にした組曲「マ・メール・ロワ」の第１曲「眠りの森の美女のパヴァーヌ」。物語の始まりを伝える音
の静けさに引き込まれた。風のゆれのように吹き始めるフルートも、続くオーボエ、クラリネットも、ひとつひとつ音の言葉
として聞こえる。フランス国立フィルハーモニー管弦楽団の名手たちは、自らの音の個性の彫琢に専心していて、他と形を
合わせることを第一とはしていない。それぞれの吹く音を合わせてゆくのは指揮のチョン・ミョンフンの仕事だ、といわん
ばかりで、事実、さらに加わる優しい弦楽器も含めて、指揮者は絶妙のバランスを取って音を溶けあわせる（９月30日、
サントリーホール）。
　子供のときこの曲を聴くと、森の中で眠りから覚めたお姫さまが王子さまとゆっくり踊る光景を想像していた。今回のフ
ランス国立フィルハーモニー管弦楽団の演奏では、むしろ世界の原初の姿を思い浮かべさせる音を聴いた。
　考えてみれば、子供にとって童話に触れるときは初めて世界が目の前に開ける瞬間なのだ。ラヴェルがペローの童話
などから丁寧に紡ぎ出した音は、神秘的な色の中にたたずんでいる。そこから、森の木や草、鳥、花々、昆虫、空などが立ち
あらわれてきたのは、奏者が自然や世界を描き出そうとしているからではなく、それぞれの音の中に、問いが含まれている
からだ、と気づいた。
　世界を前にして思わず息をのむフルート、後ずさりしながら神秘を眺めているオーボエ、勇気をもって見えるものに少し
触ってみるクラリネット。奏者の音に含まれる問いの内実は、さまざまであろう。その中から繰り返し聞こえてくるのは、「君
は何が歌いたいのか」という問いであった。
　「君は何が歌いたいのか」とは、世界へ親密にかかわってゆくよすがを得るものであろう。開けた世界を前にした子供た
ちへ問い掛けるだけでなく、奏者自らへ問うだけでもなく、世界の中に存在すること自体へ問う。「そして私は何が聴きた
いのか」とこちらも自らに問うていた。
　おそらく問いは、どこでも、いつでも発せられているはずだ。だが、日常を覆う膨大な常識や社会システムに翻弄されて、
すっかり見えなくなってしまっているのに違いない。
　ラヴェルが描く音は童話を元にしながらも私たちを子供時代に帰らせるのではない。音のひとつひとつが世界を前に
した驚きにたたずんでいることを、今回の奏者たちは、自然に思い起こさせてくれた。
　君は何が歌いたいのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（毎日新聞10月15日付け夕刊より転載）

梅津 時比古 著 『神が書いた曲 音楽のクリティカル・エッセイ』 （毎日新聞社）
梅津学長の毎日新聞での連載「音のかなたへ」と「コンサートを読む」をまとめたエッセー集が刊行されました。
『音はよそから聞こえてくる。木の葉をわたる風の音にしても、楽器の音にしても。音を聴いて美しいと感じたり、泣きたく
なったりするのは、外から届いてくるものが私の内に入ってきて心を動かすからである。すなわち、音楽は他者の声である。
他者の究極は神であろう。』 [おわりにより]

※詳細はホームページでご確認ください。


