


変わってゆくもの、ずっと変わらないもの。いまほどこのことが世の中にくっきり

と現われている時代はないかもしれません。芸術とその実践の場町環境ということに

ついてフェリスは大変恵まれているということをもっと強く自覚して大切にすべきな

白だとおもうのです。芸術。神髄の結集したバリに滞在したおり、これら時間の堆積、

入閣の営みD作り出した街角はそのま ま山手や、フェリスホールに通ずるものではな

いかと改めて感じたのです。そして人間の感覚、感性は煩雑さのなかに麻煉 LてLま

うものだとも思います。卒業生白皆さんが、今も未来も演奏や作曲とい う不変な、限

りなく人間的なものを思うさま展開できるような場を私ども教員は守り、自IJってゆか

なければならないのだと思います。今日の響きが、フェリス白永久の響きとなります

よう祈念いたしたくおもいます。

フ£リス女学院大学音楽学部演奏学科教授 歳 悶 雅 之

穏やかで夫しい日本の四季にも多くの変化が生じはじめ、季節のごあいさつの常套

句もつかいづらくなってまいりま Lた。それでも秋になりますと落ち着いて芸術白中

に身をゆだねたい気分になってまいります。

本日はお位しい中、ご来場くださ いま Lて誠にありがとうございます。

毎回数えきれないほど多く演奏会が行われていますが、その中でフ£リスの同窓生

由演奏にであったとき、何か共通するものを感じ、ほっとした婚しい思いをいだいた

ことが多々あります。 Fグループ主催のジョイントコンサー卜では同じ場所で学んで

きた同窓生が世代をこえて集い、ご来場の皆様と共に美しいひと時を共有する場であ

ると思っております。

フェリスホールに響く今日目演奏をどうぞお楽しみくださいませ。

そして、今後とも Fグループへのご支援を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

フェリス女学院大学音楽学部同窓会Fグルプ副会長 小 林 周 子



プログ ラム

ヴィオラ独奏福 m 真智子 (57回生)

ピアノ斉藤

J プラームス (1833~1897)より

舞 (56回生)

ソナ タ 第一帯へ短調作品120-1より第一楽章

ソプ ラ ノ独唱 書書 留 恩恵子 (51回生 ・院 5回生)

ピアノ永野聖子 (52回生)

H パーセル(c1659~1695) 

「妖精の女王」より“来たれ、すべて白歌い手たちょ"

「パウサニアス」より“醤磁の花よりも甘く

R クウィルター (1877 ~ 1953)

「シェイクスピアの Sつの歌」作品23

"もはや恐れるな、灼熱の太陽も"

“緑なす森の木陰で"

“若者と恋する娘が"

“もうその唇は見せないで"

“へイ、ホウ、風も吹き雨も降った"

ピアノ独奏 楽 j/f 数子 (53回生)

F ショ パン (1810 ~1849) 

前奏曲嬰ハ短調作品45

スケルツォ買~ 4番ホ 長調作品54



ピ ア ノ 独奏 三 滅晴美 (日回生 ・院 7回生)

FプーランクCl899-1963) ナゼ ル白夜会

前表曲

変奏曲 I分別の極み

E 手の上の心臓

町 語落と慎重と
W 思索の続き

V 口車白魅力
羽 自己満足
四 不幸四味

咽老いの笹報

カテ・ンツァ

終曲

ソプラノ独唱蔚 m 佳 代 (55回生 ・院9回生)

ピアノ 中川由 紀子 (55回 ・院9回生)

林光Cl931-) ほうすけ白ひよこ(詩谷川俊太郎)

ヴィオラ・ダ・ガンパ合奏
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古市樹美 (初回生)Tr 

美子代 (44回生)T，n 

絵里子 (お回生)Bs 

HJ #E 子 (56回生)Bs 

A.パンキエ ←リ Cl568-1634) ファンタジア

「聞けトランベットの音を」

L ゼンフル (cl486-1543):iある朝私は」

D.オルティス (cI510-cI570) バッサメッツォ ・モデルノに

基づくレセルカ-9' 2番

J. Sパッハ (1685-1750) ゾンフォニア12番

ト長調(原調イ長調)BWV798 
.，ヲ，-

佐藤容子 (1971-)想花 ーす卦 ー 1999

I 響きあって

E 雨のように

皿 たわむれて

W 風のように速く



信厨真智子 ヴィオラ (57回生)

フz リス女学院大学音楽学部器楽科卒業。在学中に大学主催 「室内楽のタベ」、

「卒業記念品ii奏会」に出演。日本品ii奏家コ ンク ル、第 8回大阪国際音楽コン
クール弦楽器部門入選。ヴィオラを百武由紀氏に師事。現在、東京音楽大学大

学院音楽研究科演奏家コ ース科目等履修生。

このような3官級な謂奏会lご重参加さぜでいただきありがどうございました。今回，買奏し家す作品120f;/:、1894年、

8!!'苦のブラームスがお買にλりの保聖地イシュノレでクラυネ γト由ために作曲し、ぞ申翌年ブラ ムス自身によっ

でヴィオラ日正めに帽曲苫ねたも臼です。 第一番第一楽耳置は情照的で重厚な書きと甘ぐ輯掴な旋律がどτも主L

い幽です。 こ申tI1lf;/:$ぐのヴィオラ奏者にとっての揮窟であり、コンザ トでも仔んで演奏含れる曲で、阜の笛

ねの曲目一つです。犬好ぎなこの曲で先直方ど共，買でき吾ことをどでも錯しぐ思います。

斉藤 舞 ピアノ (5E回生)

フェ リス女学院大学音楽学部器楽科卒業。同ディプロマコ ース修了。 I室内楽のタベJIオーケ

ストラ協演。タベ」横浜新人演奏会、東京国際芸術協会新人演奏会(奨励賞受賞〕、その他様々

な演奏会に出演。現在、同大学非常勤副手。清水美左子 ・川井綾子の各氏に師事。

都留理恵子 ゾプラノ (51回生 ・院 5回生)

フェリス女学院大学音楽学部声楽学科卒。同大学院音楽研究科声楽専攻修士課

程修了。声楽学科非常勤副手を経て現在に至る。在学中、公開レッスン受講の
他、室内楽町タベに出演。第75回横浜新人演奏会に出演。辻宥子、車11倉蒼生の

各氏に師事。繍浜市民広間演奏会会員。

フェリス下申思い出がつまつでいるこ四ホ ルで再び:iJi罫でき吾ごとを寒ぜι思います。今日f;/:、イギυスー
ハロック時代目代表的主作曲家バーセノレど現代の作曲宰クワイルタ の作Ji¥苦置!IIします。イギリス申書粂劇や

置幽などはシzイクスピアを姑めとし正置れた作空自作昂を~fCしたも自が鍛多ぐあります。時代を越えたイギ

リス申それぞnの世界を表現できた6ι曹います。 ζのような般会を与Zで下左った先生、同容会四方々 にIlfiIJl

いたします。

永野聖子 ピアノ (52回生)

東京都立芸術高等学校音楽科を経てフェリス女学院大学音楽学部器楽学科卒業。同ディプロマ

コ ス修了。在学中、特別公開レッスン受講の他、特別演奏会及び卒業記念演奏会に出演。横
浜新人演奏会出演、第8回T1AA全日本クラシック音楽コンサ ト審査貝賞受賞。矢野裕子、黒

川浩、 S ゼーパスの各氏に師事。

楽J11 敦子 ピアノ (53回生)

フェリス女学院大学音楽学部器楽学科卒業。東京ミュージック&メディアア-
y尚美、コンセルディプロマ科卒業。在学中フレ ッンュコンサート出演。井上

英子、安倍葉子白各氏に師事。ピティナピアノコンペティション銅賞、町田市

ピア ノコンク ル入賞受賞。現在、日本福音ルーテル市ヶ谷教会白型歌隊の伴

奏活動、福祉施政でのピアノ演奏を行っている。

卒業後、またフzリスホ ノレで演奏かできることをどでも鍾しぐ思います。そしで、在学中f;/:討験などで緊彊
ばかりでしたが 今回f;/:菜しぐ耳葺でEたらど思います。今回耳奏する働会を与えて下さった管障方にむよりあ

礼申し上げ彦す。



三滞晴 美 ピアノ (53回生 ・院 7回生)

フェリス女学院大学音楽学部器楽学科卒業。同大学院音楽研究科ピアノ専攻修

士課程修了。栃木県ピアノコンク ル入賞。栃木県学生音楽コンク ール金賞。
ピティナピアノコンペテ ィシ ョンE級、予選にて第 1位、本選優秀賞。愛知県

尾東音楽コンクール大学、一般白部、金賞及び特別賞第 l位。日本クラシ ック

音楽コンクール大学の部、入賞。大学在学中、学内特別演奏会「室内楽のタベ」、
杉並公会堂にて欄レッスン白友社主催、弦楽伴奏によるピアノコンサー 卜、また横浜市大倉山記

念館水畷コンサ 卜等数々の演奏会に出演。これまでに務藤弘美、河野里香、加藤智子、播本三

恵子、御木本澄子、Sゼーバス、田村安佐干の各氏に師事。

卒業しでからも この障な謂奏会に出書でき占ことを どでも婿しぐ思います。今後ち勉強をwブ、調葺りた

いです.

前田 佳代 ソプラノ (55回生 ・院 9回生)

岡山県立岡山域東高等学校卒業。フェリス女学院大学音楽学部声楽学科卒業。
同大学院音楽研究科声楽専攻修士課程修了。 「第39回岡山県新人演奏会」に出

演。大学院在学中に学内選抜により 「オーケストラ協演白タベ」で神奈川フ ィ
ルハーモニーと共演。在学中から地元岡山でジョイン卜 ・リサイタルを行う。

現在は都内でピアノ講師を Lながら副委活動を続けている。 これまでに、谷口

伸枝、森野啓司、平松英子の畠氏に師事。

ζの曲l;t"まうすげのひよこJという古川置太車申括本に、 Uftが曲を.いたものです。ちょっと不思腫;;;cほ
うすげど 村人走5のi!5t.So書奏時閣/;t15分あまりという大作ではありますが、大好きな作昂です。輯本位、再
山宜突による、農村の士の邑苦基調にしたよう念あたたかい離が掛かれでいます。東酎な鎗本四世界苦 材先の

音楽でお楽しみぐださいο

中J11由紀子 ピアノ (55回生 ・院 9回生)

フェリス女学院大学音楽学部楽理学科(現/音楽芸術学科)卒業。同大学院音楽研究科音楽芸術

専攻修士課程修了。在学中は、音楽学を秋岡陽、寺本まり子氏に、作曲を三宅榛名氏に、ピアノ

の演奏表現在三宅榛名、末松茂敏の各氏に師事。また、伴奏法を立神粧子氏に、和声法を岡島雅
輿氏に学ぶ。在学中から声楽を中心とするピアノの伴奏もっとめる。

(左より}小規小湾 神戸 章受図

グィオラ・タ酬.カ"ンパ?

神戸愉樹美 (20回生 Tr.)、小泉美千代 (44回生 Ten.l

小選総里子 (33回生 Bs.l、武田桃子 (56回生 Bs.l

神戸愉樹美が1983年に結成したヴィ オラ・ダ・ガンパ・コンゾ ト

を基に、今回は後輩の小泉と武聞が加わる。ガンパは16、17世紀

西欧の貴族が愛好した来器。ルネサンス音楽特有の「融和した響
き」に魅せられているが、古典にはない数々の技も駆使 Lて中世

から現代、ポピュラ に至るまで幅広くレパ トリーを広げていきたい。

「聞けトランペνトの音を」 ハンキエ リはイタリアの作幽軍、オルガニス卜、理輔章。この幽1<1イタリアの
太帽を里わせるよう本明るい活気に溺ちた作品である。
「ある納私は」 ゼンフルの多声ドイツ睦曲は非常に畳好されていた。その作品の多くはテノ )vlこ主旋律がおか

れており、「ある朝私は」の躍律のカノンに捜まれ、テノール ・ガンハの旋律1<1別れの悲しみを静かに歌っている。
シンヲすニア第12書 シンフォ二アは1723年、ハッハが9才の恩干フリ デマンのためのクラヴィーア小酪集

のファンタジアに手を加え完成した。序文によると 対世法的な3声部の純正な演奏、特に rlll<うようなJ演奏
ヘをめざし、作曲の予備知識も身につけさせようとした。
『想花」 ひとつひとつの小曲が、花びら一役一伎のように置なリ合ってイメージを尼成したい という廟いを

こめて「想花」と名つけた。
佐藤容子東京音楽大学作幽専攻2事業。ハワイ大学大学院音楽学部作歯科修士聾程修了。作編曲軍として、邦楽、
アジア毘族楽器、室内楽、音楽作品目作編曲の他 舞台芸荷作品!こも携わる。




