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❦ プログラム ❦

2019 年
モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第 10 番 K.330
シューベルト：ピアノ・ソナタ 第 13 番 OP.120
シ ュ ー マ ン：幻想曲

ハ長調 OP.17

6 月 27 日（木）
午後 7 時開演 （開場 6 時 30 分）
あわぎんホール （郷土文化会館）

≪メッセージ≫
市民コンサート徳島様、65 周年、おめでとうございます！
皆様の音楽への情熱が、65 年もの歳月をかけて音楽を紡いでこられたのだと思います。私もデビュー25 周年を迎え、これまで徳島では何度も
演奏させていただき、感慨もひとしおです。今後も、末永く徳島で素晴らしい音楽が響き続けられますようにお祈りしております。
(6 月に伺うのを楽しみにしております！)

市民コンサート徳島

田部 京子

☎（088）652-4874
FAX652-3251
http://concert-tokusima.com または市民コンサート徳島で検索
770-0831 徳島市寺島本町西 2 丁目 16 竹内ビル 3F（郷土文化会館向い）

≪≪

曲

目

解 説

モーツァルト（1756～1791）／ピアノ・ソナタ

≫≫

第 10 番ハ長調

K.330

この作品は、1778 年の夏、パリで作曲されたと考えられていました。しかし最近の自筆譜研究によれば、
作曲時期の推定は大幅に変更され、1780 年の夏にザルツブルクで成立したと主張されています。この曲は、
パリで書き上げられ他の曲に比べると規模も小さく、演奏も容易ですが、内容的には極めて表現定で豊かであ
り、またフランス的な作風を示しています。

第 1 楽章

アレグロ・モデラート

4 分の 2 拍子

澄んだピアノの音が、磨かれた玉のように転がっていくような趣のある楽章。
ソナタ形式を採っていて、第 2 主題部では、いくつかの可憐な楽想が相次いで現れます。
展開部は簡潔で滑るように主部の再現を導きます。

第 2 楽章

アレダンテ・カンタービレ

ヘ長調

4 分の 3 拍子

美しいニュアンスに満たされている曲。
主部の後半、低音部に力強い上行音型が出た後、変ホ音の導入によって音楽がふっと暗む絶妙
の効果があります。中間部はヘ短調となり、舟歌風のしみじみとした調べが歌われます。

第 3 楽章

アレグレット

4 分の 2 拍子

ソナタ形式。経過部にはっきりしたテーマがあり、展開部に於いても新しい旋律が現れる為、
構成は一見多元的に見えますが、その中におのずからなる統一が作り出されていて、よどみな
い流れの内に曲は終わります。

シューベルト（1797～1828）／ピアノ・ソナタ

第 13 番イ長調

Op.120

シューベルトは 18 歳から 31 歳で世を去るまでの間に、約 21 曲のピアノ・ソナタを書いています。
なぜ「約」なのかと言いますと、この 21 曲の内完成されたソナタは 11 曲で、あとは未完成や断章のまま残
されていて、中には二つの未完成の作品を一つに数えていると思われるものも含まれるからです。このように
彼のピアノ・ソナタに未解決の問題が残されているのは、これらの曲が長い間不当な評価を受けた結果と思わ
れます。その理由として第一に、彼がピアニストではなかったことが挙げられます。正規のピアノ教育を受け
てなく、自宅にピアノも無かったといいます。次に、ベートーヴェンの直後に生まれたこと。ベートーヴェン
の 32 曲のソナタによって、ピアノ・ソナタのあらゆる可能性が出し尽くされた感じがあり、それを超えるの
は容易ではありませんでした。その上シューベルトは、構成的な曲が不得手ということがありました。しかし
出来上がった作品には、シューベルト独自の深い叙情性やドラマチックな激情が、みなぎっています。また、
シューベルトのピアノ・ソナタに、後世の作曲家たちを予感される要素が多いことも忘れてはなりません。
このイ長調の曲は、未完のソナタ第 11 番から約 1 年後の作品です。小型ながらよくまとまっているので、
好んで演奏される曲です。第 1 楽章の提示部が実に美しく、幻想的な第 2 楽章と共に、この曲の聴きどころと
なっています。

第 1 楽章

アレグロ・モデラート

第 2 楽章

アンダンテ

第 3 楽章

アレグロ

ニ長調
イ長調

イ長調

4 分の 4 拍子 ソナタ形式

4 分の 3 拍子 3 部形式
8 分の 6 拍子
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ソナタ形式

シューマン（1810～1856）／幻想曲

ハ長調

Op.17

1835 年 12 月 17 日に、ボンのベートーヴェン記念碑建設協会が、寄付を求める呼びかけをしました。
シューマンはその記念碑のために、この大ソナタ的作品を書きました。だからシューマンのあふれるばかりの
ロマンチックな心情の中に、どこかベートーヴェン的な堅固なものがあります。しかし、ベートーヴェン記念
碑は立ち消えとなり、曲だけは「大ソナタ」の名で出版するはずでしたが、最終的に曲名は「幻想曲」となり、
元来あった楽章名はなくなりました。そして、献呈者はクララ・ヴィークからリストに変わりました。
曲の最初には、詩人シュレーゲル（1772-1829）の詩が、モットーとしてつけられました。

「色様々の大地の夢の中に
あらゆる音を貫いて、
一つの静かなる音がひそやかに
耳をそばだてる人に

ひびいてくる」

この詩と音楽と、どういう関係があるかということは、あまりはっきりしていませんが、ベートーヴェンの
「遥かなる恋人に」作品 98 の第 6 曲が、シューマンの心にあったからだろうという説があります。シューマ
ンはクララにあてた手紙で、
「モットーの中の＜音＞というのは“君”の事か、私はそう信じる」と言っていま
す。そして、シューマン自身この大作を自分の最高傑作だとも言っています。

第 1 楽章

徹頭徹尾幻想的に、情熱的に演奏すること

ハ長調

4 分の 4 拍子

この部分について、シューマンは婚約者クララ・ヴィークに「今まで創った一番激情的な曲
だ。
・・・君をめぐっての深い慟哭の調べなのだ」と彼女との仲を引き裂かれ、ほとんどあきら
めなければならないかもと思った最も苦悩に満ちた時代の思い出を書き送っています。

第 2 楽章

中庸の速度で、徹頭徹尾エネルギッシュに

変ホ長調

4 分の 4 拍子

勝利宣言のように闊達な曲。

第 3 楽章

ゆっくりと徹頭徹尾静かに

ハ長調

8 分の 12 拍子

ロマンチックな余情が、曲が終わった後も長く尾を引いて残る優美な暖かい曲です。
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⧫⧫⧫

演奏家プロフィール

⧫⧫⧫

©武藤章

田部 京子(たべ

きょうこ)

高校在学中17歳で日本音楽コンクールに優勝。東京藝術大学に進学後、ベルリン芸術大学、
大学院を首席で卒業。エピナル国際ピアノコンクール優勝、シュナーベルコンクール優勝、ミ
ュンヘン国際音楽コンクール（ARD）第3位など受賞多数。バイエルン放送響、バンベルク
響、モスクワ・フィル他多くの海外オーケストラとの共演他、世界のトップアーティストから
共演者に指名され、厚い信頼を寄せられている。
CDは30枚以上リリース、国内外特選盤に選出される他、レコード・アカデミー賞を受賞す
る等高い評価を受けている。『ブラームス：後期ピアノ作品集』『モーツァルト：ピアノ協奏
曲第20番二短調、第21番ハ長調』が併せてリーダーズ・チョイス（レコード芸術誌）にて器
楽部門第1位、協奏曲部門第2位に、『ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第30番、第31番、第
32番』もベストディスク2015（同誌）に選出。NHKドラマ「夏目漱石の妻」の挿入曲「シ
ューベルト：ピアノ・ソナタ第21番」の演奏でも話題を呼んだ。これまで大好評を博したリサ
イタルシリーズは、現在『シューベルト・プラス』が進行中。昨年は新譜グリーグ：ピアノ協
奏曲がリリースされ、東京芸術劇場にて一夜に2曲（モーツァルト＆グリーグ）のピアノ協奏
曲を演奏した。第一線で演奏活動を続ける傍ら、桐朋学園大学院大学教授も務める。
現在、日本を代表する実力派ピアニストとして、益々人気を集めている。
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バックステージ

４月例会（小川 明子 例会）の交流会から
小川明子例会の交流会は，出演者の小川さん
とピアニストの山田啓明さんを囲んで，参加人
数は少なかったものの，和やかな会となりまし
た。
当日のお話の中からいくつか拾ってみます。

アンコール曲の「子守唄」
（野上彰作詞，團伊玖
磨作曲）は，やさしくて，いい曲ですね。

（山田さん）あの作品は，野上彰の作品の中で
最も有名な作品なのです。

今回，日本歌曲を歌われましたが，日本歌曲と外国の歌曲を歌うのと何か違いがありますか。
（小川さん）曲の解釈は同じです。日本歌曲の場合，聴いている方が，曲を知っているということが違います。
ですから, 歌っていると, 聴衆との交流が感じ取れます。自分にとって日本語は, 言葉を一番感じることが
できる言語です。自分の中で一番消化することができます。だからこそ難しくもあります。日本語の表現に関し
ては苦労が多いです。

今回の選曲はどのようになさったのですか。
（小川さん）徳島だからという考えもありました。野上彰はそうです。また，
「荒城の月」を無伴奏でやったのは，
徳島だからチャレンジしてみようという思いがありました。

お二人の共演はどれぐらいあるのですか。
（山田さん）年に２，３回ぐらいです。
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今回，歌詞がよく聴き取れましたが・・・。

（小川さん）言葉がよく聴き取れるのは，アルト
という声域であるからかもしれません。
（山田さん）おばあちゃんが歌うコーラスの日本
語がきれいだといわれるのも，このことと関係が
あるかもしれません。
仲の良いご夫婦だなあと思いました。奥様が歌
い，ご主人がその伴奏をされるのなんて素敵だな
あと思いました。またいつか，徳島での再演を楽
しみにしています。

（機関紙部 鎌田憲二）
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日本歌曲の格調の高さに圧倒されました。

～小川明子アルトリサイタル～
2019 年４月 16 日（火）あわぎんホール

サートでした。アンコール 2 曲もよかった。
★お二人の息もピッタリ。すてきなコンサートでした。日
本の曲がこんなにも心にしみるとは・・・。解説もよく
わかって，よかったです。歌とピアノ，素晴らしい。
★久しぶりの女声楽を楽しんだ。
★はっきりとした日本語の発音と表現力がみごとで感心
しました！さすが，ご夫婦。ピアノと歌がぴったりとあ
うんの呼吸というんでしょうか，素晴らしかったしまし
た！！

★とてもよかった。知っている曲はいいですね。よかった。
よかった。よかった。

（めだか

岩見

宏康）

★ユーチューブで何回も聞かせていただいて，いっしょに

（ナルトアカデミー

志津）

★日本歌曲の格調の高さに圧倒されました。
（沖津

一陽）

★音楽家の夫婦って，どうなんだろうと聴かせていただき
ました。運指のすみずみにソリストへの愛にあふれてい
ました。

（天野

大）

歌っていい気持ちになっていましたが，今夜，実際に見

★日本の歌曲だけでよかった。また今度は洋曲も聞きたい。

れて，聞けて，感激でした。歌に合わせて，前半は着物

★とても美しい声でした。とても豊かな気持ちになりまし

のような黄色いドレス，後半は女の情念を感じさせる緋
色のドレスとキラキラ輝くジュエリーがステキでした。
（マンマミーヤ）
★私は合唱をしておりますので，今日の「落葉松」
「虻は飛

た。
★団伊玖磨の「子守歌」は，母との思い出の曲でした。先
生のやさしい歌声に，涙も鼻水も止まらなくなりました。
すばらしかったです。

（小川理恵子）

ぶ」
「水のいのち」は歌ったことがありまので，とてもよ

★お二人の仲の良さが伝わる，優しくて楽しいコンサート

かったです。山田先生のピアノもとてもステキです。ご

でした。徳島に生まれながら，知らなかった音楽家の

夫婦で演奏されるなんて，とてもステキですね。

方々教えて下さってありがとうございました。
（坂東

（斉藤 博子）

★小川さんのホールいっぱい響き渡るような美声と豊か

★とても良いプログラムだったと思います。
★声量があって美しかった。ドレスが似合って「マドンナ」
でした。

美子）

（ととろ）

★県内で聴く機会の多い小川さんと山田さんの演奏が今

な表情，しぐさに聞きほれ，見ほれてしまいました。山
田先生の曲の説明もよくわかり，さすがおふたりとも東
京芸大のご出身と感じました。

（マコ）

夜のようにじっくり味わうことが出来て，大変良かった。

★歌はもちろん，ピアノ，ステキでした。

特に野上彰の詩による作品は聴き応えがあった。

★後半は初めて聞く曲ばかりで，楽しめました。歌曲のリ

（桑原

佳宏）

★日本の歌の詩の美しさを声に乗せて伝えて下さいまし
た。日頃あまり聞く機会がないのですが，日本の文化を
考えることができました。ご夫婦のすばらしいハーモニ
ーが何とも心地よかった。全体を通して，心温まるコン
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サイタルは初めてでしたが，楽しかったです。
★息の合った演奏が良かった。
★すてきな歌声とピアノで，いろんな物語をきかせていた
だきました。
★とても楽しいコンサートでした。

（ＹＮ）

★「荒城の月」は無伴奏なのに，とてもおもしろかった。
（ぽこあぽこ

濱田

共生）

★すき透った声で，耳にすっと入ってくるのがすごいです。
顔で分かるぐらい感情を込めていて，ああ，歌うのが好
きで，今，心から楽しんでるんだなと思いました。
（ぽこあぽこ

林

里咲）

★よくひびいた声だったです。気持ちよさそうに歌ってい
ました。

（ぽこあぽこ 川田

萌永）

小川明子例会色紙当選者
★日本語がとてもわかりやすく，温かい雰囲気でとても良

岩見
佐竹

かったです。

宏康さん（めだか）
悠さん（ぽこあぽこ）

★とてもすてきな時間をありがとうございました。

バルネケ・マミさん

★すばらしかったです。日本の歌，良かったです。

おめでとうございます。

★とても美しい歌声と息の合った歌うようなピアノにう

６月例会の会場でお受け取りください。

っとりしました。

（森

芳美）

４月例会の運営担当

★ことばがとてもきれいで，素敵でした。
★ソプラノが多いなか，アルトの歌声を再認識しました。
野上彰の「前奏曲」はなじみがない割には解り易い。
「女

藤友さん（めだか）
，松本さん，北島さん

★のびやかで豊かな歌声に酔いました。
★最初の曲は，無伴奏，マイクなし，素晴らしいお声でし
た。後半も初めて聞く曲で，最後の曲はまるでオペラの
様でよかったです。

（Ａ．Ｈ．
）

★すばらしい声とピアノ，そして表現力に感動。
★大きい歌声がホール全体にひびいていて，とてもきれい
だった。このようなリサイタルはないので，とても楽し
（ぽこあぽこ

佐竹

悠）

★にこやかに歌ってくれているので，私も明るい気持ちで
聞くことができました。

（ぽこあぽこ

松浦

花）

★「待ちぼうけ」が体で表げんしていて，とても面白かっ
たです。

（ぽこあぽこ

仁木ゆいか）

★よく響くとてもきれいな声でよかったです。私のききた
かったコンサートでした。 （ぽこあぽこ

川田

万結）

★歌ごとに表情がかわり，心がこもっていて，ステキでし
た。

（ぽこあぽこ

中西

莉菜）

★とてもきれいな声でうたっていて気もちよかったです。
（ぽこあぽこ

（ぽこあぽこ），高橋さん（かもな園），
田浦さん，藤友さん（めだか）

の 24 時間」は難しい曲です。

かった。

大西さん（ひえ畑）
，岡久さん，川田さん

永井

小遥）
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（ハ長調），田中さん，原さん，中尾さん
バルネケ・マミさん
おつかれさまでした。

◉

4 月例会に花を添えて頂きました。
＜花 束 の 紹 介＞

＜ア レ ン ジ＞

ヤグルマソウ

チューリップ

ヤマブキ

オトコヨウソメ

シャガ、

ユリ

ウスバヒメサザンカ

（※提供：大崎

◉

訓子さん）

演奏者に花束を渡して下さった方の紹介
2019 年

2 月例会「6 人のピアノ協奏曲」
（2/26）に、今回もぽこあぽこサークルの皆様さんが、渡し

てくれました。
（敬称略）

高尾航二郎

高尾優一郎

仁木 琴子

僕はピアニストの五島さん

僕はピアノ協奏曲を聞いたの

私はコントラバスの演奏がいちばん

に、お花を渡させていただ

は初めてでした。いろいろな

心に残りました。なぜなら、とても

きました。僕もピアノを習

楽器の魅力が判りました。

なめらかに演奏されているのに、胸

っているので、お渡しでき

まだ、音色が耳に残っていま

にズシンズシンと響いてきたからで

て嬉しかったです。

す。

す。私はピアノをならっていますが、
大きな音を出す時も、なめらかでき
れいにひびく演奏ができるようにな
りたいです。

佐野 由衣
原 梓紗

岡久凛香

私はヴァイオリンの山崎えりか
さんに花束を渡しました。六つ

ヴァイオリン、ビオラの女性的

私は、ヴァイオリンの平光真彌さん

の楽きの音色が重なってとても

な音色と、チェロ、コントラバ

に花束を渡しました。皆さんの掛け

きれいな音楽を聴くこ都が出来

スの男性的な音色がピアノと共

合い、音の重なりがとても綺麗で、

ました。ヴァイオリンが、曲を

に響きあい、美しく深みのある

素敵でした。私は室内楽が特に好き

リードしていてかっこよかった

音楽でした。是非また、お聞か

なので、たくさんのアンサンブルを

と思います。

せ頂きたいと思います。

聴けてよかったです
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◉

2019/6

月例会（田部 京子/ピアノ・リサイタル 例会時）運営担当の皆さん
スターダスト

フラワー

救援会

SF

1 丁目 1 番地

コスモス

さつき

希望

あさひ学園

個人会員でお名前（性）の頭文字が 「マ～ア行」の方、よろしくお願いします。

◉

※

運営サークル会・日程：6/6（木）

19：00～20：30

市民コンサート徳島・事務局にて

※

毎例会の前に、運営サークル会という会を開いて、当日の運営担当をお願いしています。

新しい音楽芸術ホールについて
徳島市の新しい音楽芸術ホールの基本構想が発表されました。結局、元の市文化センター跡地に大ホール（1500 席程度）
とリハーサル室を備えるとの発表がされました。残念ながら、私たちの熱望していた小ホール（300 席前後）は、併設され
ないことになりました。小ホールについては、今後の宿題として、是非実現してもらいたいと思います。そこで一つ、提案
をさせていただきたいと思います。ホールという建築物はご承知のように、ただのビルではありません。コンサート、オペ
ラ、バレエや演劇、舞踊など様々な催しに対応可能な、舞台設備を整える必要があります。そして、それを機能的に組み合
わせ使いこなす必要があります。そのためには、音楽や舞台芸術に通じた人物に、全権一任して進めるのが、もっとも良い
確実な方法だと思います！経験豊富な、言うなれば総合プロデューサー的な人物を全国から探して進めるべきです。必ず、
掛かる経費以上の働きをしてくれることでしょう！それが、工期短縮にも繋がるはずです。＜続く＞

◉

（企画部

小路）

会員のみなさんが、楽しめる音楽会のために
無料の託児所をご用意しています。
例会会場には小学生未満の幼児は入場できません。
託児ご希望の方は 6/18（火）までに事務局までご連絡ください。→

☎088-652-4874

会場内のエチケット
1

•携帯電話のスイッチは必ず切っておきましょう。
音だけでなく、液晶画面の光も気になります。

2

•演奏中の入場や座席の移動はできません。
遅れた時は、係員の指示に従ってください。

3

•会場内の撮影（携帯含む）・録音・喫煙は固く禁
じられています。

4

地下駐車場の
サービス券も、
ご利用ください‼

ホームページでのお問い合

•演奏中の私語は絶対にやめましょう。

わせも多くなっています。

◉市民コンサート徳島では、ホームページを開設しております。ご存知でしたか?
http://concert-tokusima.com または市民コンサート徳島で検索

◉会費の納入は前納制です。
例会当日ロビーで前納受付をしておりますが、事務局に来られない方は、下記の口座振り込みをご利用下さい。

郵便振替口座

01690-0-41663

／

市民コンサート徳島

◉事務所受付時間
月・火・金曜日 12：30～17：00／木曜日 18：30～20：00／水・木（昼間）・土・日・祝日休み
-10-

例会は、すべて郷土文化会館・大ホール
（あわぎんホール）
19：00 開演／(18：30 開場)

≪2019／9 月例会

624 回≫

戸田 弥生／ヴァイオリン・リサイタル

9/25（水）

～ 無伴奏ヴァイオリンの世界～

9

月例会は、ヴァイオリニストの戸田弥生さんをお招きしての
ヴァイオリン・リサイタルです。

2010 年以来、久々の来演となる今回は、初めてヴァイオリン
だけの響きを味わうコンサートです。 題して、
≪戸田弥生・無伴奏ヴァイオリンの世界≫
戸田弥生さんが、最も力を入れているのがこの無伴奏ヴァイオリ
ンで、バッハに始まりパガニーニ、イザイ、一柳 慧、そして最後
に「シャコンヌ」を含む大曲・バッハの無伴奏ヴァイオリン・パ
ルティ―タ第 2 番で締めくくる意欲的なプログラムです。
՚93 年のエリーザベト王妃国際コンクール優勝から 26 年。
いよいよ円熟の域に入った戸田弥生さんのヴァイオリンの魅力
をご堪能ください！
❦プ ロ グ ラ ム❦
J.S.バ ッ ハ

／ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 1 番 BWV1001 より「アダージョ」

J.S.バ ッ ハ

／ 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 3 番 BWV1006 より「プレリュード」

マックス・レーガー ／

プレリュードニ短調 OP.117-6

一

「展望」

柳

慧

／

パ ガ ニ ー ニ ／
イ

ザ

イ

24 のカプリス OP.1 より

第 24 番

／ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

第4番

J . S . バ ッ ハ ／ 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第 2 番 BWV1004 （全曲）

≪これからの例会・ラインナップ≫
♬

2019.

11 月例会 （625 回） 11/29（金）
平野 花子 ハープ
ゲスト出演：近藤浩志（チェロ）

♬

2020.

2 月例会

（626 回）

北村 朋幹 ピアノ
～ベートーベン・プログラム～

2/20（木）
平野 花子
北村 朋幹

(© TAKUMI

JUN)

