
彩の国 学生演奏会

～　音楽家を志す青少年によるコンサート　～

２０１４年７月２２日　彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール

１３時開場／１３時半開演

プログラム

第一部

彩の国 Junior ENSEMBLE による演奏

１．モーツァルト作曲：弦楽四重奏曲第３番より第１、３楽章

２．メンデルスゾーン作曲：シンフォニア第１０番

第二部

オーディションによって選ばれた

７名の若きソリストによる演奏

３．藤巻陽南（vn）／モーツァルト作曲　ヴァイオリン協奏曲第４番より第１楽章、他

４．中村僚太（vn）／ヴィエニアフスキー作曲 ヴァイオリン協奏曲第２番より第２,３楽章

５．宮澤紫（vn）／チャイコフスキー作曲　ヴァイオリン協奏曲より第３楽章

６．大塚ゆきの（vn）／バルトーク作曲　ヴァイオリン協奏曲第２番より第１楽章、他

７．紺野華鈴（va）／シューベルト作曲　アルペジョーネソナタより第１楽章

８．和泉晶子（ｖｎ）／サラサーテ作曲　カルメンファンタジー

９．榎本夕華（ｐｆ）／ドビュッシー作曲：「版画」より雨の庭、他

第三部

スペシャルゲストによる演奏

ヴァイオリニスト　間宮美紗

ピアノ　川島余里先生

演奏曲：Gabriel Fauré: Sonate pour violon et piano no.1 en la maj. op.13 

（G.フォーレ:ヴァイオリンソナタ１番　イ長調）



第一部

彩の国 JuniorENSEMBLE による演奏　

１．モーツァルト作曲：弦楽四重奏曲第 3 番より第１・３楽章

１ｓｔ vn 中村僚太（小３）／２ nd vn 冨沢由美先生／

 　  va 大塚みらい（中２）／vc 成田七海（演奏サポーター）

２．メンデルスゾーン作曲：シンフォニア第１０番

１ｓｔ vn　林智之先生、井出葉月（中３）、大塚みらい（中２）

２ nd vn　的場ゆきえ（高卒）、大塚ゆきの（中２）

１ st va　渋谷朋花（高２）／２ nd va　臼木麻弥先生

vc　成田七海（演奏サポーター）　

～　曲紹介　～
モーツァルト作曲：弦楽四重奏曲第 3 番

モーツァルトのイタリア旅行の際に書かれた、通称「ミラノ四重奏曲」の 2 曲目。1772 年、モーツァルトが 16 歳の時に作曲されたとされてい

る。3 楽章形式を自由に変化させた、イタリア風の形式で書かれていて、楽想もイタリア的な歌唱的旋律性に支配されている。この第 3 番

は、モーツァルト成熟後の作品と主題が似通っていることで昔から注目を浴びてきた。例えば、1 楽章の主題は、モーツァルトのレクイエム

のメロディーを短調から長調に変えたものである。2 楽章には「フィガロの結婚」、3 楽章には「コシ・ファン・トゥッテ」のアリアにそっくりなメロ

ディーがある。しかも音楽の精神上においても成熟期を予見させる深みを持っている。今日は、天真爛漫な明るさを持つ１楽章と、古風な

感じのする上品なメヌエットの 3 楽章を演奏します。（中村僚太）

メンデルスゾーン作曲：シンフォニア第１０番
シンフォニア第 10 番は、メンデルスゾーンが 14 歳の時に作曲した単一楽章の作品です。全編が短調ですが、暗い雰囲気はない曲だと

思います。【adagio】：冒頭は憂いのある旋律で、少し哀しげですが優しく音楽が始まります。【allegro】：寂しげではあっても前に進んでい

くリズムで次々と展開していきます。【piu presto】：最後は情熱的に駆け上がるような音楽です。最後は全力疾走するような気持ちで弾い

ています。アンサンブルには慣れていないので、興奮してメンバーの皆と息を合わせるのを忘れないよう気を付けて弾きたいと思います。

（井出葉月）

　～　お客様へのメッセージ　～

彩の国 JuniorENSEMBLE講師　ヴィオリスト・臼木麻弥先生より
本日はご来場頂きありがとうございます。

譜面台と向き合って、お母様やお父様とお稽古している毎日、正直、つらいこともたくさんあるでしょう。私もつらかった・・・。そんな毎日の

中、毎週日曜日だけはアマチュアのオーケストラ（小学生からおじいさんまで）に参加して、その中で音楽本来の「音を楽しむ」という経験を

して育ちました。この先皆さんがどんなに上手になっても、一人っきりの自分の世界のみで弾き続けるのは不可能です。アンサンブルを通

して、音楽を大好きな人たち同士の心の触れ合い、時間の共有、そこから一つの音楽を作り上げる醍醐味を知って欲しい。

でも、ただお友達と一緒に弾いて満足ではもったいないです（私はそこどまりでしたが・・・）！！アンサンブルによって、耳を使い育てること、

呼吸について考えること、ソロ分野ではお勉強できないテクニックを学ぶこと。それらのお手伝いが出来るならと発足したお勉強会です。今

回は５月からの開講でまだまだ初歩の段階ですが、どうぞお聴き下さい。そして、「私も、僕も、一緒に弾きたいな」と思ったら、いつでも大

歓迎です。

彩の国 Junior ENSEMBLE リーダー　井出葉月

アンサンブルはソロで演奏する時とは違う楽しさがありました。周りの音を聞きながら演奏することに慣れていないので

難しい部分がありましたが、練習していくうちに息の合う演奏が出来た時が、とても嬉しくて楽しいのです。ソロと違い厚み

のある迫力ある演奏の一部を担える事にも喜びを感じられます。演奏終盤の疾走するような演奏を観客の皆さんにも楽し

んで頂けると嬉しいです。そして、お聴き下さった同世代の方が仲間になって下さるとさらに嬉しいです。

井出葉月／Hazuki Ide・・・4歳よりヴァイオリンを始める。第 64・65回全日本学生音楽コンクール小学校の部東京大会入選。2011山手の丘

音楽コンクール第 1位、第 5回国際ジュニア音楽コンクール中学校の部　第３位、第 22回日本クラシック音楽コンクール中学校の部第５位。

　　　　　　　　　　　第 23回日本クラシック音楽コンクール中学校の部　第３位。第 59回鎌倉市音楽コンクール中学生の部　第 1位。

彩の国 Junior  ENSEMBLEサブリーダー　中村僚太           

僕は、普段のレッスンではソロの曲を中心に勉強していますが、去年と今年の「春の弦楽器セミナー」でアンサンブルを経験

し、いろいろな年齢の人と一緒に音楽を作り上げていくことの楽しさを知り、もっともっとアンサンブルの勉強をしてみたくなり、

この『ジュニアアンサンブル』に入りました。カルテットを弾くのは今回が初めてです。他の人への合図のための息の仕方や、

心を合わせることの難しさ、他のパートを聴きながら自分のバランスを考えることの大切さを、１つ１つ、先生方からていねい

に教えて頂きながら、練習をしてきました。 アンサンブルレッスンも、レッスンの合間の、先生やお姉さんたちとのおやつタイ

　　　　　　　　ムも楽しいです。そんな、ウキウキワクワクした中で仕上げたモーツァルトを、是非、皆さん一緒に楽しんでいただきたいなぁ

　　　　　　　　　と思います。中村僚太／Ryouta　Nakamura・・・第二部出演者プロフィールをご覧下さい。



第二部　出演者
①お客さまへのメッセージ 　　　　　

②演奏曲紹介（複数曲演奏者は１曲のみのご紹介とさせて頂いております）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③プロフィール

３．藤巻陽南（Hinami Fujimaki)/ヴァイオリン 　　
ローデ作曲：２４のキャプリスより第２４番

モーツァルト作曲：ヴァイオリン協奏曲第４番より第１楽章　　　　　　　　　　　　　

　　（伴奏：阿久津絵美）　
①明るく元気よく、心をこめて、弾きたいと思います。どうぞお聞きください。

②モーツァルトの５曲のヴァイオリン協奏曲は、１７７５年、１９歳のときに、わずか９ヶ月のうちに連続

して作曲されている。第４番は、第１楽章の冒頭の主題が勇壮な軍隊のラッパを思わせ、またリズムも行進曲風であ

ることから、「軍隊」と呼ばれることがある。 　　　　

③ 3 歳からピアノ、4歳からヴァイオリンを始める。現在、小籠郁子先生に師事。第 28回かながわ音楽コンクール特

選。第 29回かながわ音楽コンクール入選。第 15回洗足ジュニア音楽コンクール金賞、審査員賞。第 30回かなが

わ音楽コンクール特選。都内私立小学４年生。

４．中村僚太(Ryota Nakamura)/ヴァイオリン
ヴィエニアフスキー作曲：ヴァイオリン協奏曲第２番より第２,３楽章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伴奏：齋藤順子）
①僕は、このヴィエニアフスキーの協奏曲２番の１楽章を勉強し大好きになったので、ほかの楽章

も弾いてみたくなり、練習を始めました。２楽章は、とても美しくて素敵な曲なのに、大人っぽい歌

い方が難しくて大変でした。また、３楽章があまりにも速くて、指も頭もついていかずに苦労しました。

でも、頑張ってたくさん練習したので、本番では成功するといいなぁと思います。いつも、熱心に沢

山の事を、特に心を込めて弾くことを教えてくださる千代光先生に感謝しながら、演奏したいと思います。

②ヴィエニアフスキーは、1835年に生まれたポーランドの作曲家です。ほとんどヴァイオリン曲しか書かず、自国の

舞曲「マズルカ」や「ポロネーズ」のリズムを曲に取り入れたことから、しばしば『ヴァイオリンのショパン』と呼ばれてい

ます。このヴァイオリン協奏曲第２番は、彼が２７歳の時に書かれた作品でヴィエニアフスキー自身の独奏で初演、

サラサーテに捧げられました。甘美で叙情に満ちた旋律と全曲にあふれるスラブ的な哀愁、華麗な技巧がミックスさ

れた名曲。今回は、美しい独奏ヴァイオリンが歌う、ロマンスと題された２楽章、ジプシー風のめまぐるしいリズムに

乗って、圧倒的な技巧が披露される３楽章を、続けて演奏します。

③3 歳よりヴァイオリンを始める。野口千代光先生に師事。第 3回国際ジュニア音楽コンクールヴァイオリン A部門

第 1位。第 22回日本クラシック音楽コンクール小学校低学年の部 第 4位（1,2,3位なし）。2013 年ハマの JACK金

の卵オーディションにて JACK賞を受賞し、受賞者演奏会に出演。2014年同オーディションに合格し、N響メン

バー中心の「ハマの JACKオーケストラ」と共演。第 15回洗足ジュニア音楽コンクール全国大会にて「同窓会賞」受

賞。第 1回第 2回「彩の国春の弦楽器セミナー」に参加。彩の国 Junior ENSEMBLE サブリーダー。学習院初等科

３年生。

５．宮澤紫（Yukari Miyazawa)/ヴァイオリン 　　
チャイコフスキー作曲:ヴァイオリン協奏曲より第３楽章
　 　 　　　（伴奏：阿久津絵美）
①今回の演奏会ではこの曲の難解なテクニックに挑戦し、ロシアの民族舞曲、トレパックの激しく爽

快なリズムを表現したいと思います。この曲の強く、情熱的な世界を表すにふさわしい強い心で私も

日々この曲に向き合い、演奏したいとおもっています。 　　　　　

②チャイコフスキーが 1878 年、エドュアール・ラロのスペイン交響曲から着想したと言われる曲です。

しかし当時ロシアで最も偉大なヴァイオリニスト、レオポルドアウアーから「演奏不可能な曲」と初演を断られ、民族音

楽の色が濃く出ているこの作品を当時の西洋人には「悪臭を放つ音楽」とまで言われたそうです。しかしこの曲を献

呈されたヴァイオリニスト、アドルフ・ブロツキーが酷評に屈することなく各地で演奏を広めたおかげで次第にこの作

品が認められ、現在では 4 大ヴァイオリン協奏曲の一つとまで言われるようになりました。

③4歳よりヴァイオリンを始める。吉川朝子、漆原朝子、景山誠治の各氏に師事。第 7回横浜国際音楽コンクール

第 3位。第 25回全日本ジュニアクラシックコンクール第 3位。現在東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校 1 年

在学中。



６．大塚ゆきの(Yukino Otsuka)/ヴァイオリン
バッハ作曲　無伴奏パルティータ第１番より Sarabande／

パガニーニ作曲　２４のキャプリスより第１６番／

バルトーク作曲　ヴァイオリン協奏曲第２番より第１楽章　                 （伴奏：阿久津絵美）

①本日はご来場頂き誠にありがとうございます。それぞれの曲の持ち味をお伝え出来ますよう精一杯弾かせて頂きま

す。この演奏の機会を頂けたこと、そしてこの演奏会開催に携わった全ての方々に深く感謝申し上げます。

②バルトーク作曲：ヴァイオリン協奏曲第２番 第１楽章　自身はピアニストでもあるハンガリーの作曲家バルトーク・ベーラ（１８８１～１９４５）、

同じハンガリー人ヴァイオリニスト・ゾルターン・セーケイに依頼され書いた曲です。民族音楽の祖としても功績の大きいバルトークが作

曲したこのコンチェルトは、ヴェルブンコシュ（verbunkos）というハンガリー民族舞曲が基になっています。民族色豊かであるほか調性

感の強弱や曲の色が忙しく変化します。バルトークの魅力でもある一見理解し難い不可解な旋律や和声、リズムのある曲です。

③ １９９９年生まれ。２歳よりヴァイオリンを始める。2011 年、第 5回国際ジュニア音楽コンクール第 3位及びサヴァレスコレッリ賞受賞、

第 13回日本演奏家コンクール第 3位。2012 年、東日本大震災復興支援プロジェクト「千の音色でつなぐ絆コンサート」ソリスト出演。

2013 年、フランス・パブロカザルス国際音楽アカデミー参加及びコンサート出演。2014年、日本イタリア協会ゴールデン・ガーラ・コン

サート 2014TOKYO出演、第 8回セシリア国際音楽コンクール第 1位並びに審査員長賞受賞、イタリア・ピサ国際音楽祭とピエルディ

ルーコ国際音楽祭マスタークラス受講及びコンサート出演。臼木麻弥、林智之、吉川朝子、ジェラール・プーレ各氏に師事。彩の国

JuniorENSEMBLE メンバー。第 5期エコール・プーレ生。東洋英和女学院中学部３年生。

７．紺野華鈴（Karin Konno）/ヴィオラ 　 　

シューベルト作曲:アルペジョーネソナタより第１楽章                （伴奏：齋藤里菜）

①今日ではヴィオラはソロとして演奏される機会も増えてきています。ヴィオラ特有の落ち着いた音域・

音色を生かしつつ、幅広い表現の可能性を追求していきたいです。

②アルペジョーネとは、１８２３年にウィーンで作られたギターとチェロを合わせた６弦楽器であり、

シューベルトはこの楽器のためにソナタを作曲した。しかし、彼の死後、楽譜が出版されたときには既

にアルペジョーネは廃れていた。現在ではヴィオラ、チェロ等々のレパートリーとして弾かれている。第

１楽章アレグロ・モデラート(イ長調) 哀愁ただようメランコリックな旋律から始まり、生き生きとした部分と交互に、転調を

重ねながら演奏される。

③6 歳からヴァイオリンをはじめ、14歳でヴィオラに転向。現在、東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校 3 年。川崎

和憲氏に師事。

８．和泉晶子(Akiko Izumi）/ヴァイオリン
サラサーテ作曲：カルメンファンタジー                                   （伴奏：阿久津絵美）

①ビゼー作曲のオペラ「カルメン」のメロディが用いられたこの曲は、スペインのヴァイオリニストのサラサーテが 1883

年に作曲しました。カルメンという女性の心の動きやオペラの様々な場面を、時には大胆に、時には切なく表現したい

と思います。

②序奏：第 4幕への間奏曲「アラゴネーズ」の素材が使用されています。  　　

Ⅰ：第１幕でカルメンが歌う「ハバネラ」のリズムが生かされている曲です。メロディが繰り返されるごとに装飾性が

　   増していきます。

Ⅱ：第 1幕でカルメンが歌う鼻歌「トゥ・ラララ」のメロディが使用されています。

Ⅲ：第 1幕でカルメンが歌う「セギディーリャ」のメロディが素材となります。

Ⅳ：オペラ第２幕冒頭の「ジプシーの歌」が使われていて、最も技巧的な曲です。盛り上がるにつれてテンポも次

     第に速まり、最後は華麗に幕を閉じます。

③ ３歳よりヴァイオリンを始める。４歳より桐朋学園大学音楽学部附属「子供のための音楽教室」に入室。桐朋女子高等学校音楽科を

経て、桐朋学園大学音楽学部２年に在学中。霧島音楽祭や蓼科音楽祭に参加。２０１３年の蓼科音楽祭ではジョイントリサイタルを行

う。第８回万里の長城杯第２位、第３回蓼科音楽コンクール第２位、第５回近現代音楽コンクール銀賞、第２２回全日本ジュニアクラ

シック音楽コンクール第１位受賞など。これまでに、吉川朝子、加藤知子の各氏に師事。

９．榎本夕華(Yuka Enomoto)/ピアノ
J.S.バッハ作曲：平均律クラヴィーア曲集Ⅰより No.１３／　

ショパン作曲：エチュード「革命」／

ドビュッシー作曲：「版画」より雨の庭 
①中学二年生になり勉強が忙しくなり、ピアノの練習時間を確保するのが難しくなりましたが一生懸命練

習してきました。今回弾く曲はどれも私のお気に入りの曲です。これらの曲に込められた思いが伝わるよ

うに演奏したいと思います。

②ショパン作曲：エチュード「革命」　１８３１年、ショパンはパリに向かう途中で故国ワルシャワが陥落したことを知らされ

ます。故郷にいる家族や友人のことを思うと、彼はいてもたってもいられませんでした。その時の失望と怒りを即興的に

表したものが、この革命のエチュードです。

③4歳からヤマハ音楽教室に通い、幼児科、ジュニア科、ジュニア専門コースを経て、現在 Y.A.ミュージック・アカデ

ミーにて齋藤順子、海老原直美の各氏に師事。第 19回、20回ヤングアーチストピアノコンクール優秀奨励賞受賞。

都内私立中学２年生。



第三部　
　～　スペシャルゲストによる演奏　～

ヴァイオリニスト：間宮美紗（Misa Mamiya）
演奏曲：Gabriel Fauré: Sonate pour violon et piano no.1 en la maj. op.13

　　　　　（G.フォーレ:ヴァイオリンソナタ１番　イ長調）

ピアノ：川島余里先生

間宮美紗／Misa Mamiya　

1994 年生まれ。3 歳より桐朋学園大学附属「子供のための音楽教室」に入室。5 歳

よりヴァイオリンを始める。2004 年第 20回かながわ音楽コンクール　ヴァイオリン部

門　小学校の部で神奈川県教育委員会教育長賞を受賞。2012 年第 65回全日本

学生音楽コンクール東京大会高校の部第 1位。2014 年 ザルツブルク=モーツァル

ト国際室内楽コンクール 2014 第 2位。桐朋女子高等学校音楽科在学中オーディ

ション合格者による富山室内楽講座、第 85、87回桐朋学園大学室内楽演奏会、

高校卒業演奏会に出演。2013 年プラード・カザルス音楽祭のアカデミーにてソロと

室内楽で受講生コンサート出演。これまでにヴァイオリンを松岡典子、奥田雅代、

加藤知子、ジェラール・プーレ各氏に師事。室内楽を 東京カルテット、ファイン

アーツカルテット、徳永二男、毛利伯郎、佐々木亮、藤原浜雄、三上桂子の各氏

に師事。2013 年秋よりパリ国立高等音楽院にてローラン・ドガレイユ氏に師事、室

内楽を上田晴子、イタマール・ゴラン、ミハエル・ヘンツ、ミシェル・ミカラカコス各氏

に師事。

～　間宮美紗さんからのメッセージ　～

この度はゲストとして演奏会で弾かせていただけます事、本当に有難うございます。今回演奏させ

ていただく Gabliel Fauré（1845-1924）が 30 歳のときに完成させたヴァイオリンソナタ第１番イ長調

は　希望に満ちた躍動感を持ちながらも成熟した作曲技法によってフランスらしいエンプリを効か

せた、フランスの室内楽の初期の傑作の一つとされています。1 楽章と 4 楽章が若々しく情熱的

であるのに対して、2 楽章は舟歌のような揺れるリズムで物悲しく語るように歌い、3 楽章は気まぐ

れで軽やかな可愛らしいスケルツォ楽章になっています。若き Fauré は 夏の休暇をベルギーの

ヴァイオリニストと共に過ごしながら、ヴァイオリンの技術的なことを教えてもらったり、実際に音に

出してみる作業をしながらこのソナタを創っていきました。

昨年 7 月に渡仏して以来 それまで全く違う環境・文化圏の中で生活してきた友人と室内楽を勉

強する機会が沢山あったのですが、仲間達と試行錯誤しながら懸命に音を探し求めた結果、思

いもよらぬ音楽を奏でられた瞬間…その喜びを共に分かち合えることが何よりも嬉しく幸せでした。

Fauré も今の私と同じようにそういった喜びを感じながら、このソナタを作曲したのではないかなと

思います。皆様に 若き Fauré のキラキラとした希望を感じていただけるように、素晴らしきピアニス

ト 川島余里先生との音楽での会話を楽しみながら演奏させていただきます。

ピアノ：川島余里先生（Yori Kawashima）
東京生れ。3 歳よりピアノを始め、桐朋学園子供の為の音楽教室に学ぶ。東京芸術大学附属高校及

び同大学作曲科卒業、同大学院修了。H.ピュイグ=ロジェ氏の指導と影響で、演奏家になる志を立て

1989年渡仏。パリ国立地方音楽院にてピアノ科とピアノ伴奏科のプルミエ・プリを取得。O.ギャルドン、

G.ジョワ（デュティーユ夫人）に師事。ピティナ第 1回特級２台ピアノ部門で優勝、イタリアのトラーニ国

際ピアノコンクールでファイナリスト。ラジオ･フランスで FM生放送の演奏。ソロ、室内楽とレパートリー

は幅広く、オーケストラとも数回共演している。

トップクラスのソリストから伴奏を依頼されており、とりわけヴァイオリンの巨匠ジェラール･プーレに最も信頼されるピアニ

ストとなる。パリのロン・ティボー・ヴァイオリン・コンクールの公式伴奏者。パリ国立高等音楽院を始め、パリ市立音楽院、

パリ第 1、第 10、第 16区立音楽院、パリ・エコール・ノルマル音楽院で伴奏者の勤務を経て、2005年帰国、伴奏ピアニ

ストとして第一線で活躍。東京芸術大学弦楽科及び附属高校で伴奏助手を務めた後、現在は東京芸術大学と昭和音

楽大学でソルフェージュの講師。2005年吹田音楽コンクール作曲部門にて、ヴァイオリン・ソロの曲で第 1位を受賞。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（c) Shigeto IMURA 



本日はご来場賜り誠にありがとうございました。

関係者一同厚く御礼申し上げます。

　～　さくらMusic office次回企画ご案内　～

彩の国 StringCompetition2nd
一次予選　録音審査（～１０月２０日まで受付）

二次予選　２０１５年１月４日

本選　２０１５年１月５日

彩の国さいたま芸術劇場にて開催

彩の国春の弦楽器セミナー２０１５
２０１５年３月３０日～４月３日

彩の国さいたま芸術劇場にて開催

彩の国 JuniorENSEMBLE講師陣

林智之先生（NHK交響楽団ヴァイオリン奏者）

臼木麻弥先生（ヴィオリスト）

西山健一先生（NHK交響楽団チェロ奏者）

冨沢由美先生（ヴァイオリニスト）

演奏サポーター：成田七海さん

アナウンス：拓植みゆきさん

ステージマネージャー：小室明佳里さん

受付：小室晶代さん

会計：松尾久美子さん

広報：岩谷ノリ子さん

協力：ドルチェ音楽学園、ビバ！おけいこヴァイオリン

協賛：神田大塚法律事務所

企画：さくらMusic office

さくらMusic office
東京本局　〒１０６－００３２　東京都港区六本木５－１６－５０－３０２

埼玉事務局　〒３３５－００２２　埼玉県戸田市上戸田３－８－２６－２０１

HP：http://www.sakuramusic.jp/     Eメール：office@sakuramusic.jp
℡：０３－３２２４－９１１２
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