


ホ ル白空気 。山々 にこだまする郭公の声。

空気を介して響きが聞こえます。

フェリスホール白空気は確かにどこか一味違います。

音楽は楽器(演奏者)と箱(ホ ル)と聞き手で作られ、空間に拡がります。

デジタル思考の進み過ぎた世の中にあって、空気を介Lて伝わる音は波。

波は空気の疎密の繰り返し、それが耳に作用して、神秘で、不可思議たる未聞の脳で

喜怒哀楽に突き刺さるのでしょうかつ

音という風のすばらしさを皆様と共に感動に変容させられれば、

f(，かにフェ')スホ ル由空気は、音楽の本質そ白ものに感じられると思います。

今回目演奏がフェリスホールの空気を温かくして、ひとD心を包み込む

さわやかな風や枝でありますように。すべてに感謝しつつ。

音楽学部長 久保 浩

皆さま、フェリスホ ルにょうこそお出かけくださいました。ありがとうございま

す。

本目白ジョイン卜コンサー トは、 Fグループが毎年秋にH船長する恒例の 3音楽会の

lつです。フェ リスで学んで音楽の道を志した同窓生が、世代 ・ジャンル ・所属をこ

えて、ともにフェリスホ ルのステ ジに立ち、研鎖白成果を彼鍔し、皆さまのご批

評を仰ぐとともに、互いに励まし交流を深めるのが目的です。

音楽の遣のりは極まりのない研鎖のプロセスです。であればこそ、今日は卒業後の

学びの過程の中の貴重なワンステップにほかなりません。皆さま秋の午後、若々しい

品~奏をゆっくりお楽しみいただき、あたたかいご支媛をよろ しくお願い申し上げます。

Fグループ会長 大谷因子



プログラム

ソプラノ独唱 山 形明 子 (55回生)

ピア ノ御園生瞳 (52回生)

G. Fへンデル オペラ 「アトランタ」より

九、と しい森"

G. Fへンデル オベラ 「リナルド」より

“この私を過酷な運命に泣かせてくだ古い"

G プッチ ニ オベラ 「ラ・ボエーム」より

“手ムが一人で町を歩くと (ムゼッタのワルツ)" 

G プッチ ーニ オペラ 「ジャンニ ・スキ ッキJより

“私のいとしいお父織"

ピ アノ独奏兵吉野秀子 (54回生)

F ショバン プレ リュ ド作品45

幻想曲作品49

ピアノ独奏花井梨江 (52回生)

C ドビュッシー 映 像 第 1:集水の反映

ラモ 頒

運動

く 休憩 〉



ピ アノ独奏早 Jlf 滞理 (50回生)

J.S 

ソプラノ独唱 荒 川l美 江 (46回生 ・院 1回生)

ピアノ西村 泉 (46回生)

R シュトラウス オペラ 「ナクソス島のアリアドネ」より

“偉大なる王女様"

R ゾュ卜ラウ ス 万霊節作品 10-8

そよげ、愛らしいミルテの樹よ 作品 68-3

ツェチーリェ 作品 27-2

ピアノ独奏 樋 口かおり (44回生)

L.vベー トーヴェン ピアノソナタ 作品 57 I熱情」



山形明子 (55回生)

東京都出身。フェリス女学院大学卒業と同時に三宅賞受賞。大学在学中に 「声

楽のタベJ1室内楽のタベJ1オーケストラ協演のタベJ12005年度卒業記念演

事会」に出Siioまた今年 5月に行われた第76回読売新人演奏会に出品i。第54回
横浜ライオンズクラブ演奏メンパ 。平松英子、佐竹由美の両氏に師事。現在、

同大学院音楽研究科 l年在学中。

卒業茸によ吾ジョイントコンサ トと申ことで、棒々な年代の卒業主連と共に謂奏ずる掛金を与えで下さった
Fグループ自首傍万iご暦甜し正L、ど思い友す。必由直奏する作曲家1;11¥"ロックを代表す吾ヘンデルとロマノ訴申
オペラを代表するプッテーこですが、どの曲も揮しみのある曲ばかり在ので震後までよ纏舵ぐださL、

御厨生鐘 (52回生)

千葉県出身。フェリス女学院大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。同大学ディプロマ ・コー

ス修了。在学中に学内特別演奏会「室内楽のタベJIオーケス トラ協演のタベ」に出演。ピア ノ

を岡本美緒豆、秦はるひ、Jt川暁子の各氏に師事。 1994年及び1996年、千葉ピアノコンク ール

にて最優秀賞受賞。第 l回及川音楽事務所新人オ ディンョンにて優秀新人賞受賞。さえの会 ・

ゾリステン 「虹」会員、さいたま市音楽家協会正会員。

原野秀 子 (54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ース修了。

在学中、「オーケストラ協演のタベ」に出演。田口純子氏に師事。

ンヨノcノ四音楽I;I~寄り llc ぐ主L ぐ、 'ffi:らぎ日1f1l/}寛之?え君ヨ四lご、刊し、目奥田さらに奥まで

締め吋げらnるような感覚を揮ioこどか多いのは、なかなか本心を他人101;1明かさなかった
彼の内心rJ)~ぃ/JIi1.1/.ごよるものだろう。

1制1年、ンヨハン/)131農の時着買1;1明らかに進んでいたtJi，ジョノレジコ ・サンドの母謂のようなZい費備によ
る宜主申中で、彼の劇作1;1置もft~をした時朗どなったe 今白書iIfす吾 2 曲1;1、 ぞ自明に'かれたもので、持Iご
f幻慢曲J は雄大な揖智lご濁ちた車庫復作ど~bn昌大担基礎主主作晶である。
幻想的な曲と重うよりは二度ど帰畠ことのできなかった祖国への悪い、叶わぬ恋を躍で、この眉のンョパン白
生活自体力、幻!!Ie:言える在監しぐ輝いでいで、ぞんな彼自身を表現しでいる曲なのではないかど晶1;1暦じでいる@

l 

花井梨j工 (52回生)

名古屋市立菊盟高等学校音楽科、 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ース修了。第17回日本ピアノ教育連盟ピアノ ・オーディゾヨ

ン奨励賞受賞。2003年 Fグル プふれっしゅコンサ ト出演。上野栄美子、安

藤友侯の各氏に師事。

現在は声楽の伴奏者としても活動している他、ヤマハ音楽教室講師。

学生時刊からフランス音楽に興味を持ち持にドとJ ツン申控持な書きや雰囲気貫まぐれelo意かれまL
E。今回色、このような場でドヒュッシ を席奏する機会を与えτいただき、揮しぐ思つで石υます。

「水のE険」でf止，1<に峡コ疋周輔の掃き、ゆらめき、水ど光の戯れを表し、「ラぞ一理Jでは、作耳語家ラぞー
がa安置す吾偉大な音楽四面フラノスの缶杭苦調え 「運動Jで1;1， 1つ白υズムによっで音楽の特徴である運働
性ど感寛苦表現Lていまず。



早Jf { 海運 (同回生)

名古屋市立菊里高等学校音楽科、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 ス修了。在学中、「室内楽のタベ」に出演。第72回崎浜
新人演奏会、 Fグループふれっ Lゅヨンサート等出演。 '05年ウィーン国立音楽

大学夏期セミナ に於いてノエル ・プロ レス、ミヒャエル ・クリスト各氏の
レ y スンを受講。近藤千穂、沼田宏行、 リュ ーパ ・チモフェ ←エワ、ヴォルフ

ガング・マンツ、辛島仔緒干の各氏に師事。現在ヤマハ音楽教室講師。

この度フzリスホ ノレτ=J買奏でさ吾機会をいた疋さ、山より感謝す吾と突に大変揮しぐ思っております。卒業
し τから古車を表現で~Q星空びを世めて暦じ、学生の頃どはまた遣った韮fgで斉楽に取り組Eζどがでぎるよラ
になりました。思い出がたぐさんつまったこの素晴らしいホ ノレT，ンャコ/ヌ」か主しぐ樽り富ぐよラ 表現
できたらど思つでおります。

荒Jf{ 美江 (46回生 ・院 l回生)

フェリス女学院大学声楽科、及び同大学大学院音楽研究科修士課程声楽専攻修
了。

三宅賞受賞。在学中、学内特別演奏会、卒業記念演奏会等出演。卒業後は横棋
市新人演奏会、「リリス ・音楽家の玉手箱」等出演。
フェリス女学院大学副手を経て、現在フェリス音楽教室講師。古川博子、芳野

靖夫の各氏に師事。

F グループンョイントコンザートに出演きぜで頂lプ吾事苦大変纏しぐ思いますと共に母校な6でほの暦かき
?演奏に尊IVでさ昌幸て?を麿[;でおります。本日 このコノサートlごEをお運び下さ昌皆揮と楽しいひととき
を共有出来ます厳に化、を込めで，買書きさ廿で頂きます。

E村 泉 (46回生)

都立芸術高校、フェリス女学院大学音楽学部卒業。同大学ディプロマコ ス修了。
1991年PTNAピアノコ ンペティンョン F級銅賞、合わせて全日空賞受賞。第67回読売新人演奏会

出演。ウィー ン夏期音楽セ ミナー参加。ゾュ ーベルト教会にてジョイン卜リサイタル出街。 2000
年、横浜にて ゾロ リサイタル開催。小島準子、ルドルフ ・ケラ 、田村安佐干の各氏に師事。

現在フェリス音楽教室講師。

樋口かおU(44回生)

東京都立芸術高等学校音楽科、フェリス女学院大学音楽学部卒業。同大学ディ
プロマコ ース修了。

在学中、小野田宏之指揮学内オーケス卜ラと共演。 1997年日填文化協会のオ
ディションに合格。ドイツ国立フランッ ・リスト ・ワイマール音楽大学を最優

秀の成績で卒業。岡大学Aufbaustudium修了。その後、 ドイツ国立フライプ

ルク音楽大学チェロクラスの専属ピアニストを務め、 2004年秋に帰国。現在はゾリスト、室内楽

奏者、伴奏ピアニストと Lて活動を展開。これまでにピア ノを宇野紀子、井上英子、堀江孝子、

Lyubov Timofeyeva、ArneTorgerの各氏に師事。またLasarBerman、PavelGililov、Bern
d Gremser、RolandKeller、KonradElsel、MichaelKellerの各氏のマスタ コ スを受講。

この度は字野先生やF;!ノレ ブ自問時者自皆離にこ日ょう宇貴重な掛主lF与えでい疋疋さ心より感謝しており
ます。卒業以来の母校での耳奏ですので、新鮮な監彊暦苦感しながらも楽しんで耳罫しZごいと思っております。


