


舞台の極意

再び野球白話。落合選手は 「打者は練習由スイングと本番のスイングが変わ

らないことが肝心」と言う。これは練習の軽いスイングが、本番でも同じ械に

出来るかどうかということで、本番ではどうしても打とうという気持が先行し、

スイングに力が入り璽くな ってしまうと言う白だ。

これはオペラ白舞台でも閉じことで、かつて名のある演出家によく言われた

ものだ 「練習は本番目線に、本番は練習の嫌に」と。

だし、ぶ前のことだが、指揮者白山田一雄先生も言っておられた。

「やっぱり力をぬいたところにほんとのものが出てくる、ということもいえ

ると恩う。 “脱力明ということが、ほんと由意味での深さというような気もす

る。」

こんなことから、私もレッスンでは生徒連に 「声は深くかまえて浅く(軽く )

当てろ。」と言ってはいる白だが、なかなか分かつてもらえない。

深くかまえさせると、力んで声まで重くな ってしまうし、浅く 当てさせると、

かまえまで浅くな ってしまう。耳と体で覚えるほかないようだ。

音楽学部学部長 波透 明

本日はお忙しい中、 Fグループのコンサー卜にお越し下さいましてありがと

うございま Lた。

在学中は、先生方から沢山の音楽教育を受けた私達も、卒業後は自分の頭と

心で音楽を求柏、より完成に近づくよう終わり白ない努力をいた します。そし

てそこには終わりがありません。 音楽家にと って最も大切な演奏の場を出来る

だけ多く作り、そ白手助けをするのがFグループ白役目だと思っております。

今日ご出演白方々も一生懸命がんばって勉強をしており ます。どうぞこれか

らも応援をよろ Lくお願い致Lます。

Fグループ会長 中 田 幸 子



プログラム

独 唱山下 美樹 (49回生)伴奏小 野 綾 子 (46回生)

R シュトラウス 献呈

ウェーパー 「魔弾の射手』より(エンヒェン)

“死んだ私の従姉の見た夢よ" “あなたはお怒りになって"

“悲Lそうなまなざしは、やさしい花嫁には縁のないもの"

ピアノ独奏 蓬 ffi)古 里 (45恩生)

スクリャ ビン ソナタ第3番嬰へ短調作品23

1 Dramatico II Allegretto 

m Andante N Presto con fuoco 

独 唱伊藤和子 (24回生)伴奏谷 口 直 子 (26回生)

モ ツアルト おいで、いとしいチタ ←よ/すみれ

シューマンひそかな愛/ひそかな涙

圏伊玖磨美濃びとに

石 桁真礼生 秋の空

ピアノ独奏 高 木麻里

ラ ヴ ェ ル 『夜のガスパール』

水の精

絞首台

スカルボ

休憩



フル ト三重奏クァ トレ・セズン

園吉八重子 (第 lフ ル ト ・49回生)

清 水麻衣子 (第 2フルー ト・49回生)

永瀬 愛 (第3フルート ・49回生)

F ヴ アイス r5つのスケッチ』より マーチ

ウェ パ 『魔弾の射手Jより

アガーテ白カヴァ ティーナ

酒白歌 (こ白悲しみの浮世には〕

狩人の合唱

ピアノ独奏 J({J 矢磐 子 (38回生)

ベート ヴェン ソナタ イ長調作品101

1楽章 Allegretto， ma non troppo 

2楽章 Vivace alla Marcia 

3楽章 Adagio ma non troppo • Allegro 

重 唱アンサンプノL プィオレッティオルガン佐藤雅枝 (46回生)

J ブス ト サルヴエレジーナ/アヴェマリア

怯下 耕アヴェマリア

岡品雅 興 『水野源三の詩による 5つ田聖歌』より

雪が降る

Bには見えない

私へりものとして

御言葉



山下美樹 (49回生)

明治大学理工学部建築学科卒業。フェリス女学院大学音楽学部声楽学科卒業。

在学中、学内特別演事会オ ケストラ協演のタベに出演。同大学卒業記念誠事会に出演。

芳野靖失、平松英干の各氏に師事。現在岡大学大学院音楽研究科陸士課程 1年在学中。

『との大学で、多くの事を学び、多くの出会いがありました。その一つ一つが、私にとって

大切な宝物であり、今の自分を支えてくれています。そのすべてに、心から感謝して精一杯

歌いたいと思います。」

小野綾子 (46回生〕

フェリス女学院大学音楽学部器楽学科卒業。同大学ディプロマコ ス楽理学科伴事専攻笹了。

Gifuジュニアピアノコンク ル盟賞、教育連盟オ ディショ ン奨励賞、全日本ソリストコンテスト入選、読売中

部新人揖審会、Fグループ新人描審会及びジョイントコンサー卜等出描。佐野翠、竹内啓子、りューボフ ・チモ

フェ ーエワ、宇野紀子、伴奏法を立神粧子各氏に師事。現在、フェリス女学院大学非常勤~IJ手。

蓬眉恵里 (45回生)

東京都立芸術高等学校、フェリス女学院大学音楽学部器楽学科卒業。小休仁、山田富

士干、宇野紀子、リュ ボフ ・チモフェ エワの苔氏に師事。同大学室内楽演妻金、卒業

記念演書会に出演。

ドイヅ ・りューベック国立音楽院卒業。 M'フォック、Z・プロン教授のもとで演事法の

研績を踏む。マスタ コ スにて、 W・マン Y、P・ギリロフ、C・ハンゼン、 A・ザッツ、

E ・5・ネク レベルグ諸氏に師事。ドイツ諸都市にてコンサー卜、 DAAD(ドイツ学術交

流会)クリスマスコンサー卜等に出演。

現在、昭和音楽大学 ・同短期大学にて、器楽科の伴事者、東邦青華大学 ・同短期大学にて指揮科のスコア

リーデイングを正斉めている。

「今年度前期においでになったW・マン y客員教援の慢業劃手、それに今回の?商事の機会など母校にお世話い

ただき、大変熔しく、又心より感謝しております。」

伊藤和子 (24回生)

フェリス女学院短期大学音楽科卒業。同専攻科修了。三宅春恵氏に師事。在学中及び

卒業後、ムーゼン ・クランツ、日本女声合唱団に入る。横浜、福岡のホフヌンク'の演奏会、

毎年企画しているアンファングの演事会等演事活動を行っている。現在、女声コーラス 「コー

ル・アマ レ」の指揮者。折尾女子経済短期大学非常勤講師。

「ドイツ歌曲の藁しさ、日本歌曲の味わいの深さに感銘し、年を重ねる揮に散が好きにな

り、求める物がたくさんあって未だに悪戦苦闘の毎日です。そのすばらしい音楽を演事でき

る喜びと、この様な損害金に出面させて頂けます事に、心より感謝を申し上げます。』

谷口直子 (2E同生)

フェリス女学院短期大学を経て、同短期大学専攻科及び研究科を首席で睦了。市丸融子、福井直俊、辛島

イ子緒子の各民に師事。

在学中より声楽の伴奏を多く手がけ、 1997年には、ザルyプルグ音楽祭にて、また1999年には、ルツェノレン音

楽祭にてリ ト伴事法のマスタ クラスに書加、研鑓を積む。現在、フェリス音楽教室講師。

高木麻里 (41回生〕

フェリス女学院短期大学音楽科卒業。辛島仔緒子氏に師事。渡伊、イタリア国立音楽

院ルイジ ・ケルヒ ニ・フィレン Yェ校にてステファノ ・フィウッンィ氏に師事。マソゾモテ

イヴォーティメンヅィオーニドローレ(最高得点 名菅賞)で卒業。イタリア トスカーナ

にてリサイタル開催。

「このたびFグループの演妻会に書加させて頂けることに大斐感謝しております。卒業後イ

タリアに渡り、おいしいものを食べて、ピアノだけでなく 、オペラとも身近に接し、いろいろ

な人との出会いもあって、音楽の素晴らしさと難Lさを身にしみて感じました。今回あこが

れだったラヴェルにチャレ〆ジLました。まだ未熟ではありますけれども、 生懸命に演費さ

せて頂きたいと思¥，"す。」



清水 永瀬

Quatre Saisons フルー卜・アJサノプル

園吉八重子(第 lフルト)(第49回生)

清水麻衣子 (第 2フルート)(第49回生)

永瀬 聖(第3フルト)(第49回生)

フ五リス女学院大学音楽学部器楽学科卒業。 1996年、フル ト・アンサンプル"QuatreSaisons"を結成o 在

学中、学内特別演奏会、室内楽のタベに出演する他、江東区サマーフェスティパル、小平市主催クリスマス ・

コンサート等、学外て叩演事会にも出演。西沢幸彦、遠藤劃l史の両正に師事。

「結成されて5年目にして、この械な素晴らしい機会に恵まれたことを、大変倍しく思っております。今日は思

い出揮いこのホ ルで、音楽を創る喜びを皆様に少しでもお伝えできます様、演事致します。』

場矢響子 (38回生)

フェりス女学院短期大学音楽科卒業。同専攻科、研究科卒業。手塚敏子氏に師事。読売

演審会、神奈川県立音楽堂推薦音楽会出演。神奈川フィルハーモニー管弦楽団と協演。卒

業後伊藤恵氏に師事。控欧。スイスヴインタ トゥア 国立音楽大学にで、コンチェルトラ

イフェディプロムを最檀秀にて取得。ハンス ユルク ・ンュトゥループ氏に師事。現在ソリス

トクラスに在籍中。ヴインタートゥアー市立フィルハーモニー管弦楽団と協演。ピアノ80コン

クール揺 5席。

『東洋で生れ育った私が、西洋音楽をどこまでE尚早し、ピアノとし、う楽器で伺が表現出来るのか 。これは私

にとって永遠のテーマです。たよりにできるものは華譜、文献そして自分自身のファンタジー 。今回とり上げた

曲は私にとって特別あこがれの存在ですが、べ ト ヴェンの奥深い世界を理解することは大変難Lく、様々な

観点からのアプロ チを試みる日々です。当日は音と時空に身を集中させ、聴衆の皆様の心に何か伝えることが

できれば幸いです。』

アンサンブル フィオレッティ

岡島由起子 (24回生) 濯理ひろみ (24回生)

轟 庫子 (25回生) 篠 崎幹子 (26回生)

伊藤逸子 杉 苔雅子

佐々木圭子 三野田真喜子

ゾリスト、合唱団員、また指導者としてそれぞれ活動している 8人

が、小編成の女声アンサンプル白魅力を求め結成。ヴィオラ ・ダ・ガ

ンパ白第一人者宇田川貞夫氏に師事。ルネッサンス ・パロック期から

近現代に到る幅広いレバートリ ーを持つ。昨年12月、結成 5年で初リ

サイタル。その他作詞家、作曲家の方々とのコンサートやTV出演、 CD録音など、活動は多岐にわたるo

『本日は、現在活躍中の3人の作曲家の作品を取り上げました。プスト氏はスペイン ・パスク地方出身、世界

中の合唱人から熱い視轄を送られています。幸いにも今年 5月、東京でレッスンを受けることができま Lた。岡

島氏白作品は昨年のリサイタルで揖妻しましたが、アンコールにお答えしての再演。水野源三氏は脳性マヒの為、

苦悩の日々を送っていましたが、キリス卜教に出会い、一筋の明るい希望を見い出します。岡島氏の音楽を通L
て水野氏の心をく私達のものとして〉歌いたいと思います。」

佐藤雄校 (46回生)

立教大学文学部心理学科卒業。キ 'Jスト教音楽学校オルガン科卒業。フェリス女学院大学音楽学部器楽学科

卒業。林佑子、木田みな子、宮本とも子、 三浦はつみ、 J ドーソンの各氏に師事。第24回オルガン新人凶事

会に出演。日本オルガニス卜協会、日本オルガン研究会会員。




