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フェリスホール(山手キャンパス)チケット 2，000円

高須E紀子さんとの出逢い

rMEMORIESJ r新作初演J rどこへ…」 ピアノ:高須E紀子

土屋広次郎さん、フエリスフラウエンコーアとの出逢い指揮・バリトン:土屋広次郎

「むかし博士らが」他編曲作品を集めて 女声アンサンブル:フェリスフラウ工ンコーア
ピアノ:漆間有紀



(M ス女学院大学開設50周年) Fグループ研修会

日時 20飾 10月17a出 GROUP 

場所フェリスホール(111手キャンパス)



ごあいさつ

岡島雅興

i毛~，成月を過ごしたフェリスを去って l 年半が|瞬く IIUに過ぎ去り、待ちに待った1m紋感に浸る

lえ而、 ua:xに忍び符るl晩年に向かう寂しさを感じるこの頃です。

フェリスでの燦々な111途いが私の人生を豊かに彩ってくれました。今日はフェリスでlli途った

ぷl放なì~i炎家のJj々をお紹きして、フェリスにゆかりの深い IUI を小心にプログラムを組んでみ

ました。このような機会を設けてくださいました Fクーループの皆様に!必謝いたします。

演奏曲について

第 li"ilはフェリスの教え子で同僚でもあったピアニストの尚須illi紀了ーさんのピアノをお聴きい

ただきます。

「どこへ…」は 2003年に尚宏iさんのリサイタルの委嘱作品として作1111いたしました。人1111本来

の白然との共生をA:さない現実、 r)1i!¥去を積む」ことをしない現実、般源的な疑問である 「私は(人

は) どこから;j~て、とoこへ lítlかうのか ? J を、生きている証として作1111 しました。

「メモリーズ」は、かつて裁が家の家族でもあった 5匹のペットたちを愛おしんで書いた1111です。

71111からなり、プロローグとエピローグのII¥Jにネコ、ハムスター、インコ、ネコ、イヌが演奏

されます。1998{~~から 2000 年にフェリスの入試、音楽講習会の聴音、楽典課題として作IJlI

しました。

rl川つのアダージヨ」は今年の 6)Jに作1111しました。「どこへ…」のそれからのような1111です。

4 IIJIともアダージョというJl!めのテンポで泌炎されますが、アダージョとはのどかにという意

味を合み、 11おさを!必じさせないように名付けました。それぞれがタイトルを冠しており、それ

ぞれのイメージを膨らませていただければ熔しいです。

第 2;~ilはバリトンの 1:1.i広次郎さんとフェリス・フラウエンコーアの符さんの演突です。

rl川季を彩る詩J- フェリスゆかりの作IJlI家たち~

この1111は弁… 「佑のmJ反… 「夏のJnい出」秋… 「ちいさい秋みつけたJ冬… 「むかし11F上ら

が」をメドレーで前炎します。nほlにフェリスよ4・学院の校歌の前突が.Wlかれます。、町fJJは'̂，声

合lIi~ とオルガンのために若かれましたが、その後、オルガンパートをオーケストラに Aき f~l し

ました。今日はピアノで演奏します。

「編1111作品集」フェリス・フラウエンコーアが BS-TsSで歌うためにアレンジしたrit話、 111'1歌、

::JX;ill¥ 1111をいくつか色ii炎していただきます。「港が見える丘J r海を凡ていた午後」といった山手

ゆかりのl欽も欣われます。消らかな1欣rliとセンス抜i昨の美しいコスチュームをお楽しみくださ

い。「永幼Jr，;aJJJ ¥lIi洞宗修証義御t泳歌より現時的御羽l讃を 「永1;1)Jとして、報18供長御利i讃を 「歳

JJ J として 1994{I.:に作1111しました。タイトルは1111を委嘱された日野湾光寺住職、故JllHIE-ぷ

氏の命名に依ります。



Part(2 

グψ'，fl/JU

Part L) ピアニスト高須亜紀子さんとの出逢い

どこへ.口…..-ピアノのために- 川¥'0川、冶川【0¥川l

メモリ一ズズ、~ピアノのために~九M仙lt'川川、111川1101川川](川t

J .Nostalgia 2.B巴eJl 3，Lily 4，1卜Haru

5，A lov巴IyCandy 6，Chrislinc 7，ArrecLion for'" 

四つのアダージョ~ピアノのために..........Fonr ，Hlilgi州、forP'，;1I10' [初演]

1 ，前奏曲 1'1''hlllt 

H イと隊!とは・・?¥1"1川川 11('I!J抗、刊山m!PIl

1IJ.)退く . 1; 11' ;1'1' 

IV，米米のいつか '¥1iI ('¥ rI・1I1111111(・ illIhp l"uflm、

土屋広次郎さん、フェリス・フラウエンコーアとの出逢い

V月号さを彩る詩~フェリスゆかりの作1111家たち~

(1)花の街(阿伊玖l持)

(2)夏のJAい山("'iU::';:p'O

(3)ちいさい秋みつけた("'iII再直)

(4)むかし14寸てらが(f，Y;j ，I~h .lffl今興)

名1111アルバム(岡j与すn興編11ft作品集)

( 1)浴のμえる丘

(2)城ヶ島の雨

(3)海を見ていた午後~うみ

(4)七つのチ~虫の戸

(5)長崎の鈍

バリトン独11口

(1)永劫 Lll!n内初演]

(2)歳月 [舛台初泌]

1# /f!! U:r!/.，三次官務

とア/ 局番ï/~7fiji!

ノfグ井ン;/0 i-IJ詔次M

;/7"7/ ;/0 f:!T.ダ;!r1{Tf)

Yプタノ ;/0 :J!IJI! Iダダ

〆〆Yプク/;/ 0 ，it!l!f1ぎ森氏

パ グ 丹 ン .í:/'f!J1.-~ 1.o/J ， 



f!flwμ 
岡山雄現lお話作1111
Jli京委主術大学由来学部門耐刊を粧て、同大学院(¥qIlJlV取を修r.
依抽内友次郎氏 1/(，)持Jt誠氏依征代秋雄1" /11;空，'1YI.民、

依ク臼イツアー担子氏の，d氏t<師・11

タ声合唱組曲 f水のf，cJ.....立，:1合同1とピアノのたのは~

持筒郵 42悶『血の谷川を様相.，えぐが削<J-パリト y

混声合剛 オーグλ トラのためは~

横浜市教育文化ホール舵ける n本の作1111唆シリーズ XVI

f同臼雅興個届j 水の旅れのよラt< 、またトヲヰアング

ルホールtζ於ける『岡品雅興作品血J'"どの(鴎凶を防j{世 t
高持母証明ている.n本作rllJ家出J担金金品、倣浜tT漢文イヒ
協会全日.ヌょリス女字院大学名也教慣.

クリ λ マλ のI継げもの『エッりイの妹からーつのよ』さが出 J-

バリトン、混1fT合同日‘オ ケストラのたのは~

空響詩『保土ケKJ-混戸伶同iとオーグλ トフのためは~

『尭起訴 1J -マリンパのためは~

f控露UJ......マリンパとピアノのためは、

[主堕作品]

r"ードJYMC 1ζ'，{f廿て--13 '11'*開のためは~

r fiJ.の糾J-弦裂のため，，-

糸舟崎市Rf!.::{)?つの持「王同点J盟Jr剃<<Jr冬のil");<I>IJ
f@の{!.'iJ......クラリネットとピアノのnのt<-

rIピタヌ 1 J-ノ宅スクラリネット、打斑総 コツトラJミス、

チι 口、ゲィ ズフのたのは~

『ヱピタヌ IIJ-バスクヨりネット、打斑様、コント ラパス、
f草Il慌のととI1J-ソプラノ、フノレー 1" ピアノのJ之内lと~

rJI1J=J1?ZJ rラゥ・ムルとiUiってJ-2frのピアノの)，舟lと~
チェロ.ヴ ィオ ラ、マリンパの伐のほ~ 他

高須並紀子ピ7ノ

ヌェリスAz'F院短期大学汗章特{ピアノ事攻). *京芸術

大学町来宇都豊開科4民主.フェ 'Jスk学院大''f.大学院内

曜研究科創作表現専攻修了.作 1111を同t，¥雑興且、ピアノ

を依壇Jドルリ子氏t<師'11.
イ正予 '1' より I~ IC::戸車伴奏室内:品副代骨量の分野で訴

盟りを崎町 岡品別f興氏の佃凪tとも:1.¥陥.2003 '1のリサイ

タルでは同氏lと作品を垂嘱 L削減 Lてν、る.

作山lζJ3いては、第 9回世裂と地縁国間コンクール判1111
附川知 l峠畳!l.

JJI 町、出，11{1'同 \1引ムジ 2りおさら~， !jj，lT介削卜11牧神ピア

ニス ト.悦浜由来X化協会会員"

話事r.il有紀 ピアノ
フ~リス』正予院大学音楽学部を杭て、同大学入学院陣 f

説先新人減4砂金をは tの ソ口、アンサンプル問わず団

々な嗣型企lと出ilil..ζれまでにぜアノを江崎光開 山間

山盟ム樋品目見、出川惜の併JI;tc::師'11
現イ王、f'iD日伴喜やアンサソプルピアニλ トと Lての語気畠

活動の{世.世車の指導lともめたっている. '7::r.リ λ!J:'?

院大''ftJ制作動岬IJT'.

u量広次郎ノ〈リトン指知

"'京畠術大学由来宇部荷量科本ll.川λ;宇院白策研究

独附特修 r.期会オペラスタジオマλタークラス修

r.多田総辿夫.直野賀、植辺IVI也氏1<師'11.1対照ロ

ータリー財団脱稗型宇佐と lてミヨノヘ1W'f.:l弛，IiW
を八ポレツリ(ソプラノ歌手] オペフ油'!!iJ、をし

ぺレンゴ(刈λ ノJラ雌コレペティト レ)"師'11.刈

ぺラ fフィガロの結断Jのヌイガ0，胸間Jのパパ

グーノ宵の百聞から 11:':歌劇の幅広い役刷で多くのプロ

ダクション"て 11\疏し近現代の小I~J助作品にも前副をlムげ新凶\'/.刷局" 1 

陥の『賢ν、女J'"神奈川芸術フェスyィパル fハーメルンのiti帆き!JJJなど

多くの"ペラ"出演。「カーリ A ーリヴァー {秘 l':1'位 )1峰、共同研究と l

て「同作東洋和神文化はついて:H油 断抗論文冊Il.

「マタイ畳雌rtJiJrメサイ〆J':'1のお教/111'"rベー トーゲ L ン 出jしJUJルミ

ナプラーナJ 等のコンリートジリストと L ても /1 ，\拙.出lJ.'H~円イて を姻4イと L

J乙白~劇「円仁J (主出)でほ NIIK総合 NHKワールドて・肱i草された.

イタリア{~，"n'，宕中心 tと多くのホールでリデイタルm動を L てきたが、大衆{と

世りる，11:袋の位置づけと“I能性tとついての研究・出タ活動と tて.近年では

「サロンJtと拠点を世きフワソジ苛-;(とてJドヰCのゲロン行業主化を迫求 lている.

+lて rEduwinmcntConcenJとItlfった教門竹と似事件を屯出 lnコン

サートも展開 Lている.また. 7r.リ λ ノタウエンコーYの陪開者と lて

問内lと明まらず'1'園、韓国えまどの海外公油、テレピ:L:iiiit.tどの摘労話動を展

開Il科地で ~Ufを昨ている.平成 12 年度の主化}j インターンツツプ研修fl..

フ 1 リスタ宇院大学音泰守備前指令科教控.償提I'iヲ~$(化協会合U. 日本戸

来協会アカグミ 会且.二lUJ会会H.

フェリス ・フラ ウエンコーア女声アンサンプノレ

フェリス伝学院x?日 :l!; "t何i出J.，~tïと科 ， H楽四足立争生 大宇院生 市盟'1による，n*アンサンプノレグループ.

揃浜を拠点"、削耽‘示欲州、オペフ 日本歌山l ポップスはど剛山v、出J.，1ttî即Ir~ lている. IlS，TBS酢

制1r日本名IUrアルバムJでは好ilf.lとよりレギ斗ヲー山由 l 梢浜を拠点lと科j自のコ ンゲート曹は:1¥l'.JiL、

成アジア文化I'1Iltli2014 tc::て光州(帥国) 且州{巾国)よりliltrlJ演タやウルゐ[ドイツ)Iとてぷ声f刊1カ
ントスノプスとの合I.dwa侵略出外公出伝ど f摘浜のミ品ーズj とlての醐柑的'll筑4健所助を Lている.CD 
f稲荷員見耽!i.!(いのちのとと 1111:)J揖tnと参加.オリジFル革盟軍調カパ 弘元町ハンドパックの

「キタム ラj より舵供された.且保 20盟名1I箱 L楽IiIJや蹴4経企lとよりアンサンプル人監は変動する.

指導/上嵐広次郎 副指捌占{繍J)歌指導)/両由起チ

[メンパー1
〈ツプラノ>.1戸時さゆり、竹村友llLi.必雌 R手1I

畑 中 紫11i.川幡町革

〈メゾソ プラノ〉 野川利什J，凶銚f 波辺描皇、

白血量具、ぷ泊明1f 

〈アルト 〉小松紗也、{lr.~ゆ V\/.'!摘出衣τ炉、

北野有希情、

〈ぜアノ〉漆間:n紀


