


再び乙 ζ I1:.fグノレープの演奏会を迎える乙とができます ζ とを

心より嬉しく思います。

卒業後、さまざまな生活の中で、美しい音色を響かせ、研畿を

重ねて来た皆さんの日今の練習の成果を楽しみにして、その日を

待ちます。

短大発足以来でしたらかれ乙れ45年間、しだいに発足時の大先

生方の手から、 一世代後の若い方々の肩にフェリスの音楽は手渡

されつつあります。輝く前途IC希望をもって、今年の演奏会を待

ちましょう。

ブェリス女学院大学学長弓 削 達

本日はお忙しい中、 fグループのコンサートにお越し下さいま

して、ありがとうございました。

在学中は、先生方から手とり足とり、音楽教育を受けた私達は、

卒業したその瞬間から自分の足で音楽を求め歩き始めなければな

りません。本当の音楽の勉強は、 ζζ から出発すると思っており

ます。

fグループは、その様な同窓生達のお役に少しでも役立ちたい

と思 っております。

今日出演の 4人の方々も、一生懸命がんば っております。とう

ぞこれか らも応援をよろし くお願い致します。

f グル ー プ



.Programme. 

プログラム

作品発表 増田明子 (第43回卒)

その声 ー ソプラノとピアノのためにー

詩.日原正彦

ソプラノ 福田佳代

ピアノ 加納麻衣子

オルガン独奏 工藤羊 子 (第30回卒)

Nicolas de Grigny Veni C rea tor 神の子来たりて

Jehan Alain : Le Jardin Suspendu 空中庭園

J. S. Bach : 0 Lamm Gottes， unschuldig 神の子羊

休憩

ピアノ独奏 西山智恵、 (第43回卒)

F. Poulenc Les 15 Improvisation 15の即興曲より

1 ere Improvisation en si mineur 第 1番ロ短調

n eme Improvisa tion en la T majeur 第 2番変イ長調

m eme Improvisation en si mineur 第 3番ロ短調

vn err肥 Improvisationen ut m司eur 第 7番ハ長調

XV eme Improvisation en ut mineur 第15番ハ短調

A. Skryabin Sonate -Fan taisie (Sonate N r.2) 

幻想ソナタ(ソナタ第2番)嬰ト短調作品 19



ソプラノ独唱

H. Wolf 

潰 美 穂 (第42回卒)

ピアノ 高須

土佐

亜紀子

縁

(第41回卒)

(第40凪卒〕フノレート

ITALIENISCHES LIEDERBUCH 
「イタリア歌曲集」より

• "Du de出 stmit einem F記chenmich zu far習en"

"あなたはほそい一本の糸でわたしを釣り上げ"

• "Mein Liebster ist so klein." 

"わたしのいいひとは小さくて、腰も屈めずに"

• "Mein Liebs ter singt." 
"オコたしのいいひとが月あかりのうちの前でうたっている"

・"Wenndu. mein Liebster， steigst zum H町nne1 auf." 
"もしあなたが天国に召されるようなことがあれば、いとしいひとよ"

岡島雅興作曲 -磯村英樹詩 "草月夜のことば"

明生ひ立ちの歌"
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増 田明子 〈作曲) (第43回卒)

フェリス女学院大学音楽学部楽理学科卒業。同学部テ，イプロマコース修了。

卒業演奏会に出演。岡烏雅興、水野勉の各氏に姉事。

いつのまにか季節はめぐります。今、私はとんな音を奏でようとしているの

か 。"ひとりっきり"の世界に想いをよせながら音を描乙うと恩います。

そして、ことばカヘひっそりと，心にとどまるように。

演奏者

福 田 佳 代 〈ソプラノ) 加納麻衣子 (ピアノ〉

東京学芸大学卒業。東京芸術大学声楽科

3年在学中。平田恭子氏K師事。

工藤羊子 (第30回卒)

桐朋学関大学音楽学部卒業。第9回摂津音楽

祭 L.Cコンクーノレにて伴奏賞受賞。第4回日本

室内楽コンクール入賞。現在、桐朋学園大学嘱

託演奏員を務めるかたわら、室内楽 ・伴奏を中

心11:活動を行っている。

尚美高等音楽学院中学教員養成科ピアノ専攻卒業。フェリス女学院短期大学

音楽科オルガン専攻卒業。 79年-81年ウィーン国立音楽大学オノレガン科留学。

82年~日6年ドイツ ・ロベノレ卜・ νューマン音楽大学教会音楽科 ・オノレガン科留

学、卒業。 85年-92年ドイツ ・ミューノレハイム ・マルクス教会にて教会音楽家

としてオノレガン奏楽、合唱指揮。 ドイ、ノ各地11:て、ソロ、アンサンプノレ、合唱

の演奏会を主宰。現在、北星学園大学オノレガニスト 、聖歌隊指揮者。札幌なと

でソ口、アンサンプノレなとオノレガンで演奏活動。今年2月に聖歌隊のヨーロッ

パ演奏旅行を行なう。島田麗子、ノレドノレフ ・ショノレツ、アノレムート ・レースラ

ーの諸氏K師事。

楽器の女王と言われるバイプオルガン。 ζζ ブェリスホーノレの女王様は、ちょ っと気難しいお方

ではありますが、大変すばら Lい声を持っていらっしゃいます。今日乙の美声につつまれる機会に

恵まれた乙とを幸せK思い感謝いたします。

西山智恵 (第43回卒〕

フェリス女学院大学音楽学部器楽学科卒業。現在、同学部テ'ィプロマコース

11:在籍、高1)手を務める。在学中、室内楽、協奏曲の夕べ及び卒業演奏会、神奈

川県立音楽堂推薦音楽会に出演。久保浩、リューボフ ・チモフェーエワの各氏

11: 師事。

ピアノを演奏するにあたり、最近特に考えるようになった乙とがあり ます。それは曲の中から作

曲家の意図するものを感じとり、いかに表現し、また聴いて下さる方の心にどれだけ響く演奏をす

るかという ζとです。 ζのととを毎日の練習の中で模索しておりますが、永遠の課題であるかも知

れません。

今日演奏する作品は、フランスの詩的情緒とユーモアのあふれるプ ランクの作品と、ロシアの

作曲家であるスクリャピンが海の幻想、を表現した作品です。少しでも皆様の心Kプーランクやスク

リャピンの心が伝わりますよう、心をこめて演奏致します。



小漬美穂 (第42回卒)

フェリス女学院大学音楽学部声楽学科卒業。在学中、「室内楽の夕べJIオー

ケストラのタベ」等に出演。今年3月11:は母校のクリスマスコンサート「フォ

ーレのタベ」に小ミサのソリストとして出演。現在、二期会マスタークラス在

籍。フェリス音楽教室講師。加賀山和香、渡辺明、 l京田茂生の各氏K師事。

「りーむりーむ、りりりりーむ斗夜になると乙の夏の猛暑を夢と恩わせる虫の音が響いてまいり

ます。今宵岡島雅輿先生作曲の歌を母校のコンサー卜で演奏させて頂けることは、私にと って又と

無い機会となり、心から感謝致しております。歌ってみたいと素直に思った時と、本番を前にした

今とでは幽への思いの質が異なりますが、それは新しいイマジヰーションや感覚を磨くよい勉強と

もなりました。)

『夜のしじまの中で鳴き交わす秋虫たち、ソ プラノに託された虫の声が、フノレートのフラッター

音、ピアノの連打It:混じってひとしきり高まる。やがて、今宵を段後と決めた虫たちのつぶやきが

聞とえてくる。あくせくと働く人間への概論 。トリノレや反復音を多用し、器楽的な発想で書かれ

た虫の声の表現とは対照的に、乙 ζでは言葉の抑揚It:沿った自然な旋律化が試みられる。フルート、

声、ピアノが織りなす無調的な響きの中に、清初lなリリシス'ムを感じさせる佳品である。

文・斎藤龍」

乙の表現の世界lζ少しでも近つけるよう、そして皆様が帰路の虫の音に、ふと耳を傾けて頂ける

ような演奏ができればと思っております。

ピアノ 高須重紀子 (第41回卒〉 フノレート 土佐 緑 (第40回卒)

フェリス女学院短期大学音楽科ピアノ専攻

卒業。東京芸術大学音楽学部楽理科卒業。塚

本ノレリ子氏1<:師事。

フェリス女学院短期大学音楽科フノレート専攻

卒業。同専攻科を経て東京音楽大学テ'ィプロマ

コース修了。岡崎明義、播博、 細川I1順三の各

氏に師事。

叫

一

藤村俊介 (チェロ ・フェリス女学院大学講師)

1963年生まれ。桐朋学園大学音楽学部卒業。乙の問、チェロを安田謙一郎氏

lζ師事。 日本演奏連盟賞受賞。第21回東京国際室内楽コンク ノレ入選。第58回

日本音楽コンクーノレ、チェロ部門第 2位。桐朋学園オ ケストラ、九州交響楽

団、新日本フィノレ等と協演。 '89年、NHK交響楽団iζ入団。 '90年、東京文

化会館lζて初リサイタノレ。 '93年、 77ィニス文化財団の研修員としてドイツ

に留学し、メロス ・カノレテットのベーター ・ブック氏K師事。現在、NHK交

響楽団フォア ・シュピーラ一、 フェリス女学院大学講師。

黒 川 浩 (ピアノ ・フェリス女学院大学講師)

東京芸術大学附属高校を経て、東京芸術大学音楽学部ピアノ科を首席で卒業。

同大学院修了、旧西ドイツ国立デトモノレト音楽大学を最優秀の成績で卒業。田

村宏、堀江孝子、フリードリッヒ ・ヴィノレヘノレム ・シュヌーア、コンラ 卜・

ハンゼン、エリッ長 ・ハイ ドシェック、パウノレ ・パドゥラ ・スコダの各氏11:師

事。日本各地でのリサイタノレ、また、内外一流奏者と共に幅広い演奏活動を行

い高い評価を得ている。現在、フェリス女学院大学音楽学部、東京芸術大学附

属高校、足利学園高校音楽科、中部音楽芸術院講師。




