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ご挨拶

本日は、ご来場賜りまして誠に有難うございます。

私達Fグループでは、いつもお支え下さる女学院への感謝と共に、音楽学部の前身である専門学校の

創立記念音楽演奏会が開催されてから 70周年という節目の年に募金コンサートを催しますことは大変

意義深い事と考えます。

このコンサートの為にご指導下さいました名倉淑子先生、井上雅代先生に厚く御礼申し上げます。

中野真帆子先生、小清水桃子さん、 Fグループアンサンブルの演奏と、フェリスホールの素晴らしい響

きをお楽しみいただけましたら幸いでございます。
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F.ショハン
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第 1楽章 Maestoso

第 2楽章 Larghetto

第 3楽章 Allegrovivace 
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Fグループ副会長久保井明子

フ工 リス女学院資料室蔵

フ工リス女学院資料室蔵

F.シューベルト

弦楽四重奏曲第 14番ニ短調 D810

「死と乙女J [弦楽合奏版〕
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第 1楽章 Allegro

第 2楽章Andantecon moto 

第 3楽章 Scherzo& Trio 

第 4楽章 Presto
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中野真帆子(ピアノ)

4歳よりピアノを始め、 10歳

の時、 NHK教育 TVrピアノの

おけいこ」にレギュラー出演。

ウィーン国立音楽芸術大学を経

て、パリ・エコールノルマル音

楽院コンサーテイストを審査員

全員一致で修了後、カナダ・バ

ンフセンターにて研鎖を積む。

口ヴ、工ーレ・ド一口国際音楽コ

ンクール優勝をはじめ、アル

ベール・ルーセルピアノ国際音楽コンクール第 4位、及

びルーセル賞、マスタープレイヤーズ国際音楽コンクー

ルピアノ部門第 1位など、ヨーロッパ各地のコンクール

入賞を機に、ソリス卜・室内楽奏者としてアジア・カナダ・

ヨーロッパの音楽祭に参加。帰国後は母校でもあるフ工

リス女学院大学音楽学部で後進の指導にあたる傍ら、圏

内外での演奏、各種コンクールの審査員、 TV・ラジオへ

のメデ、ィア出演、音楽雑誌への執筆など、多方面で活躍し、

昨年秋に国連帰属の世界公益同盟より日本人として初め

てのメダル受章。著書に『ショパンを廻るパリ散歩』

(2009)、翻訳書に『ショパンについての覚え書きJl(2006)、

『改訂版パリのヴ、イル卜ゥオーゾたちJl (2016)、録音に

キングインターナショナルから [f'LlVEJl (2015)、『ロマン

チック・タイムJl (2016) 0 www.mahoko.info 

小清水 桃子(オルガン)

フェリス女学院大学音楽学部器

楽学科オルガン専攻及び同大学

院修了。2010年度横浜みなとみ

らいホールオルガニス卜イン

ターンシップ修了。オルガンを

平井靖子、虞野嗣雄、宮本とも子、

三浦はつみ、武久源造の各氏に

師事。オランダ、スイス、北ド

イツの国際オルガンアカデミー

に参加し、研鎖を積む。第 29回

白川イタリアオルガン音楽アカデミーにて白川賞受賞。

現在カトリック田園調布教会オルガニス卜、日本基督教

団甲府中央教会オルガニス卜、キンクスウェル専属オル

ガニス卜、女声アンサンブル WienerVenus専属伴奏者、

フ工リス音楽教室オルガン科講師。日本オルガン研究会

会員、日本オルガ二ス卜協会会員。

名倉 淑子(ヴァイオリン・アンサンブル指導)

桐朋学園音楽部門、高校及び同大学を共に

首席で卒業。奨学金を得てジュリアード音

楽院に留学、同音楽院在学中、東京クヮル

テッ卜を結成。ミュンヘン国際コンクール

及びロサンゼルスのコールマン・コンクー

ルで共に第 1位。東京クヮルテッ卜のメン

J¥ーとして世界各地を演奏旅行、数々の国

際フェスティヴ、アルに出演、ドイツグラモ

フォンでのレコーデイング等で活躍。東京

クヮルテッ卜退団後、主に欧米を拠点に演

奏、教育の分野で活発な活動を行う。リサイタル、オーケス卜ラとの

共演多数。その後、 ドイツのハンブルグに居を移し、 ドイツを中心に

ヨーロッパ各地で活躍。J¥イエルン州のバンベルグに移り、バンベル

グ交響楽団のゲストコンサー卜マスターに就任、同時にバンベルグ弦

楽五重奏団のメンバーとしても活躍。20年間の海外生活帰国後は、ヨー

ロッパで活躍する音楽家達で結成されたニッポン・オクテットのメン

バーとして、また水戸室内管弦楽団、及びサイトウ・キネン・オーケ

ス卜ラのメンバーとして活躍した。 現在、フェリス女学院大学名誉

教授、桐朋学園大学にて後進の指導にあたっている。リサイタル、室

内楽シリーズなど、演奏、教育の分野で幅広く活躍中。

井上 雅代(チェロ・アンサンブル指導)

東京蔓術大学付属高校を経て、東京雲術大

学卒業。鎌倉学生コンクールにて第 1位、

ならびに教育委員会賞を受賞。東京文化会

館推薦コンサートに出演。沖縄ムーンビー

チ、長野アスペン、ジュネーブ国際音楽祭

に参加。日中国交 30周年記念行事にて招

待演奏を行う。ピアノ教育連盟トリオ部門

入賞。神奈川県及び横浜市の新人演奏会に

出演。乙れまでに桐朋学園嘱託演奏員、桐

朋学園音楽教室チェロ講師を務める。邦人

作品初演も多い。現在、フェリス女学院大学音楽学部非常勤講師。

北鎌倉女子学園音楽学部非常勤講師。横浜音楽文化協会会員。横

浜ヴィル卜ゥオーゾメンバ一。

Fグループアンサンブル(弦楽アンサンブル)

1990年、フェリス女学院短期大学音楽科弦楽専攻の卒業生によ

り恩師故久保田良作氏の中心に結成。その後音楽学部卒業生も加

わり、 1998年から故久山恵子氏を迎えて弦楽合奏オリジナル曲

のレパートリーを増やしつつ演奏会を重ねる。2015年、 25周年

と節目の年にフェリス女学院大学音楽学部名誉教授名倉淑子氏を

迎え、多くの新メンバーも加わり、現在 24期生から 63期生ま

でのお名で活動している。

ヴ、アイオリン 名倉淑子(コンサートミストレス)

伊郷彩花犬間美奈内山和江菊地理恵篠原純子鶴田枝里鶴丸ちひろ

寺尾美紀中川里奈原因せな平野京子平山智子藤林友増田留璃香

三宅彩乃森田綾乃吉田牧子

ヴィオラ 田村しおり二木美里山国典子驚藤彩 (賛助)

チ工白 井上雅代佐山麻利子浜崎佳恵浜辺容子

コントラパス 渡辺恭一 (賛助)



よろこびのうた～フェリスの響き 
 

1947 年、6 名の専任教師と 7 名の学生で始まった専門学校音楽科の創立記念音楽演奏会がカイパー記念講堂で

同年秋に行われ、最後に團伊玖磨作曲「よろこびのうた―山手女学院に捧ぐ」と題したカンタータが三宅洋一郎

先生の指揮下、音楽科総出演で披露されました。先人たちの理想と情熱は 70 年の時を経てなおはっきりと感じ

られることでしょう。本日の演奏会はソリストを含め出演者がほぼ卒業生であることが大きな特徴です。 
 
●フェリスホールのオルガン 

 1990 年の 120 周年記念事業としてフェリスホールに設置されたオルガンは米国ヴァージニア州のテイラー&

ブーディー社 によって建造され、基金面で貢献された故・石井千明元理事長のお名前を冠して《石井記念オル

ガン》と命名されました。フェリスホールのオルガンの中には 2871 本のパイプが収まっています。 
 
●J. S. バッハ 幻想曲とフーガ ト短調 BWV 542 

 戦火をくぐり今なお残るハンブルクの聖ヤコビ教会のアルプ・シュニットガー・オルガン。1720 年この教会

の専属オルガニストの死後、後任に志願したバッハが試験演奏した作品。5 部から成る雄大な構成の幻想曲は、

バッハオルガン作品屈指の名曲。印象的なフーガ主題はネーデルランドの古い民謡に基づいており北ドイツオル

ガン楽派の伝統の流れを組むヴィルトゥオーゾな大フーガです。18 世紀のバッハの響きを感じてください。 
 
●F グループアンサンブルのあゆみ 

 1957 年、岡崎光子さん(11 回)ら当時フェリスの高校生数人が短大助教授の大宮真琴先生(1924-1995)に合奏指

導を依頼したことから器楽の部活動として始まりました。初代指揮者は高校生でその後音楽学の先生になられた

中内詢子さん(2005 没)。1960 年には中高と短大が合わさって《フェリス弦楽合奏団》として弦楽合奏の指導教

育が大宮先生により本格的に開始され、この年の秋、ヴァイオリンの久保田良作先生(1928-1997)らの尽力で県

立音楽堂での創立 90 周年記念演奏会に臨みます。所属を超えた幅広い世代の自主的活動はその後中高オーケス

トラ部の活動と短大のアンサンブル(弦楽合奏・室内楽)講座へと受け継がれました。1990 年、短期大学音楽科か

ら音楽学部へ移行する際「フェリスの弦の響きを絶やさぬように」と願いを込めて弦楽専攻の卒業生有志により

《F グループアンサンブル》が結成され新たな歩みを始めました。久保田先生亡き後、1998 年からは久山恵子

さん(2014 年没)が指揮をとり定期的に演奏会を重ねます。2015 年に名倉淑子先生を迎え学部卒業の新メンバー

が多数加わったことで、次の世代へと引き継がれ意欲的な演奏活動を展開しています。 
 
●ショパン ピアノ協奏曲 (第 2 番) ヘ短調 op. 21 

 1829 年から翌年初めにかけてホ短調よりも先に書かれたショパン最初のヘ短調ピアノ協奏曲は、1830 年 3 月

17 日にワルシャワで作曲者のピアノ独奏により初演されました。ショパン 20 歳の多感な青春期、初恋の想いを

秘めた感情の揺れと表情豊かなピアノ書法で深い表現を湛えた傑作。90 年代から管弦楽曲の協奏曲がピアノと

室内楽編成で演奏され始め可能性が拡がりました。今回の演奏スタイルは大変稀少です。華麗なピアノとともに

新たな魅力を感じ取っていただきたいと思います。 
 
●シューベルト 弦楽四重奏曲 第 14 番 ニ短調 D 810 《死と乙女》 

 1824 年作曲、シューベルト代表作のひとつです。第 2 楽章の変奏曲主題に病の床に伏す乙女と死神との対話

を描いた歌曲《死と乙女》(Der Tod und das Madchen, op. 7-3, D 531／1817 年作曲) の前奏コラールが用いら

れたためこの副題がつきました。リートにおいて暗示することしかできなかったものが弦により雄弁に語られ交

響曲への道を探った作品とも言えます。すべての楽章が短調で、悲哀と情感が全体を支配する、シューベルトの

魅惑的なロマンティシズムを弦楽合奏でお楽しみください。 
 

 (2017.11.4 ライナーノーツに代えて F グループ公式ホームページ https://fgroup.jp より抜粋)  


