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長唄・長唄三味線・邦楽囃子 四世杵屋三郎助：「供奴」

第30回定期演奏会が11月3日（土）、東京藝術大学奏楽堂で開かれました。連休中にも
かかわらず、開場前から大勢のお客様がお見えになり、来場者数はここ数年で最多でした。
藝高のメインイベントである定期演奏会を、多くの方々にご覧いただき、結束力と演奏の
力を示せたことは大きな喜びでした。第1部は、長唄・長唄三味線・邦楽囃子による「供
奴」、箏、尺八による「新高砂」、箏７面による「さしそう光」の3曲。リズムの面白さ、
厳かな調べに、邦楽の楽しさ、素晴らしさを改めて実感する演奏でした。第2部では、今
春、藝大に着任した山下一史先生が初めて指揮をされました。ブラームスの合唱曲「ドイ
ツレクイエム」から3曲。合唱は、清水敬一先生の指導の下、オーケストラ演奏者以外の
全員が参加しました。本年度から開始したドイツ語クラスの授業も、合唱に活かされてい
たようでした。最後は、ドヴォルジャー
クの交響曲第9番「新世界より」。藝
高生の底力が発揮され、エネルギーに
満ちた素晴らしい演奏でした。終了と
ともに、万雷の拍手と称賛の声が奏楽
堂に鳴り響くと、生徒たちには力を尽
くした達成感と寂しさの両方がこみあ
げていたように見えました。先生方と、
そして、かけがえのない仲間たちと一
緒に音楽を作りあげた経験は、今後の
人生の大きな糧となることでしょう。

定期演奏会を終えて

10月5日（金）、上海音楽学院附属中等音楽専科学校
の教員、生徒11名が本校に来校し交流を行いました。
オーケストラの授業では、本校と上海の生徒たちが一
緒に迫昭嘉先生の指導を受けました。交流演奏会では、
両校の生徒が協力しあい、素晴らしい演奏を披露しま
した。最後の「茉莉花と桜の宴」では、西洋のオーケ
ストラの楽器、中国の民族楽器、日本の邦楽器、合唱
がひとつとなり、クライマックスを迎えました。交流
の最後には、両校が参加して懇親会を行いましたが、
本校と上海の生徒が仲良く肩を組む姿も見られました。

10月14日（日）北区と藝高主催による『輝く☆未来の星コンサート』が
北とぴあ・さくらホールにて開催されました。

第1部は北区滝野川紅葉中学校、王子桜中学校の吹奏楽部によるステー
ジでした。両校共に若々しく勢いがあり、吹奏楽の楽しさがとても伝わっ
てきました。また、中学生とは思えぬ高いレベルに藝高生もたくさんの刺
激を受けたようです。

第2部は藝高生によるステージでした。まず、清水敬一先生指揮、永井
希望君ピアノ伴奏によるブラームスの合唱曲「ドイツレクイエム」から第
1、2楽章、続いて迫 昭嘉先生指揮によるドヴォルジャークの交響曲第9
番「新世界より」のオーケストラ演奏でした。合唱の生徒達はこの日に向
け、慣れないドイツ語の練習に一生懸命取り組んできました。またオーケ
ストラの生徒達は、多くの方にとって親しみのある「新世界より」の曲の
魅力をしっかりと伝え、
楽しんでいただけるよ
うに毎日練習を重ねて
きました。会場では壮
大な演奏にたくさんの
拍手をいただき感動冷
めやらぬ余韻に包まれ
ていました。

「響和会」とは… 藝高現役生徒の保護者約120名で構成される。昭和29年、藝高創立時に後援会として発足。現在は「藝高後援会」と役割を分担し、学校の教育活動の
運営と充実に協力する。全国にいる会員の親睦を図る一方、図書の寄贈、グローバルキャリア講演会、公開レッスン開催協力等の活動を行う。

J. ブラームス ドイツレクイエム 作品 45 より Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ

藝高ウィンドオケ 平成メドレー♪ 3 年元気代表 ソーラン節！！ 構想 1 年 63 期生 ミュージカル

【会　長】長谷川愛子
【副会長】吉田充子・今井智子
【広　報】衛藤真澄・岡田七恵・高桑明美・小山裕美子・

田代夕子・千葉陽子・上里幸子・石塚千恵・
瀬下尚子

　今号では、藝高生にとって大切な行事である定期演
奏会、演奏研修旅行を中心に掲載いたしました。演奏
家としての真剣な表情、あどけなさの残る高校生らし
い表情など、藝高生の日常をぜひご覧ください。
　発行にあたりご協力をいただきました藝高の先生方、
生徒たち、藝高関係者の皆さまに深く感謝申し上げま
す。� （広報一同）

「藝高Acanthus 第22号」をお届けします

日中青少年交流演奏会
〜上海の若き才能と藝高生が織りなす友好の架け橋〜
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指揮・迫 昭嘉先生

「茉莉花と桜の宴」作曲、指揮・ 高橋 裕先生

指揮・ 清水敬一先生

65 期 ’s 円陣 ファイト！！ 結果発表 ヤッタァ〜〜！！躍動！！ バスケ

指揮・山下 一史先生 A. ドヴォルジャーク 交響曲第 9 番 ホ短調 作品 95「新世界より」

ドヴォルジャークの「新世界より」。世の中に出て必ずやらなくてはいけないこの曲を、時間を
かけて練習出来るというのはとても幸せな事だと思います。

耳で聴いたことがあるというのと実際演奏したことがあるというのは全く違いますから。
選ばれて入ってきた生徒たちはある意味プライドもあるし、高い演奏レベルを持ち合わせていま

す。普段少人数で生活しているからいつも合宿をしているような感じ、その延長でリハーサルに来
るので団結力もある。これは藝高の良い所だと思います。その仲間達とは大人になり仕事をするよ
うになっても必ず会う。私も高校時代の仲間とは今も仲が良いです。だからこそ、この高校時代を
大切に濃い時間を過ごしてほしいと思います。 東京藝術大学教授　山下一史先生

霜月とは名ばかりの麗らかな日差しが降り注ぐ文化の日、第30回定期演奏会が開催されました。
第1部の邦楽合奏、第2部のオーケストラと合唱はいずれも堂々とした演奏で、千人を超える満員
の客席の期待に応える姿は終始眩しく、凛々しいものでした。2時間半に及んだ演奏会の最後まで
聴衆の心を離さず、湧き上がる喝采を生徒たちはそれぞれの感慨をもって全身で受け止めていました。

また、スーパーグローバルハイスクール課題研究成果発表としてロビーでのパネル展示も積極的
な取り組みの数々にお客様の熱い注目が集まっていました。

演奏会開催にあたり生徒たちに寄り添い、ご指導、ご出演くださいました先生方、関係各位に御
礼申し上げます。 響和会会長　長谷川愛子

　　グローバルキャリア講演会

10/25（木） 

尾川先生から、美しい礼の実習から始まり、誇りとうぬぼれの違いなど、
美しいマナーのための心のありようを教えていただきました。多先生から

「演奏を除いた部分でもリスペクトされる振る舞い」について、生徒の実
演の良い点、直すべき点を含めてご助言いただきました。全員が大きな気
づきを得る、貴重な機会となりました。

1972年〜 89年在独。シュ
トゥットガルト音大にて教鞭
をとり、1989年帰国。東京
藝術大学教授、同大学音楽学
部附属音楽高等学校長を定年
退職後、東京藝術大学名誉教
授。現在、東京藝大ジュニ
ア・アカデミー講師、日本ピ
アノ教育連盟副理事長。

多 美智子先生
1986年から2010

年まで日本航空株式
会社の国際線客室乗
務員として勤務。現
在桜美林大学専任講
師の他、数々の大学、
企業、病院等で講義、
講演、研修を行って
いる。

尾川 佳子先生

1月17日（木）には、グローバルキャリア講演会として、日本とスペイン
を拠点に活躍されている、ピアニストの川上ミネ先生の講演を行います。

世界を旅する中で、音楽を楽しみ、演奏できる人生がどんなに豊かで
素敵なことか、川上先生が感じられたことをお話しいただけるとのこと
です。お楽しみに。

グローバル 
キャリア講演

1月

中東でのご経験が深い安藤先生から、音楽が国際交流の中で果たす役割
と重要性について講義いただきました。サウジアラビアで日本人オーケス
トラの歴史的公演が行われ、連日新聞で特集が組まれたこと、藝大の先輩
が公演に参加したことなどをお話しいただきました。本校の生徒たちに
とって、国際理解やグローバルな視野を広げるきっかけとなりました。

1983年　静岡県生まれ。外務省中東アフリカ局中東第二課主
査。現在は、サウジアラビア、UAE、クウェート政策を担当。
在シリア、イラク、サウジアラビアの日本大使館にご赴任。外務
省内にて、アラビア語通訳官としてもご活躍されている。

安藤 強士先生 6/28（木）
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輝く☆未来の星コンサート

第30回 藝高定期演奏会
〜若き情熱に湧き上がる喝采〜

箏曲山田流・尺八 寺島花野：「新高砂」

箏曲生田流 宮城道雄：「さしそう光」



午前中はRAMでの
マスタークラスでした。
専攻ごとにいくつかの
グループに分かれて受
講しました。RAMの
先生方から英語でご指
導いただき、演奏技術
面でも英語力向上の面
でも、とても刺激的で
良い経験ができました。
邦楽科は翌日の演奏会
準備に励んでいたよう
です。

昼食に定番の「フィッ
シュ＆チップス」を食べた後は世界遺産の「王立植物園キューガー
デン」を見学しました。広々とした緑の中を散策し、気持ちの良い
午後を過ごすことができました。

8日目

帰国後、英語をもっと理解したかったという声が
多かったので、その気持ちを忘れず今後の学校の
授業にも臨んでもらいたいです。

ホテルでの朝食後、ユーディ・メニューインスクールを訪問しました。
マスタークラスの他、スコーン作りなどイギリス文化に触れるこ

とのできる各種講座を受講しました。
昼食はメニューイン生と一緒に、給食をいただきました。
日本から持参した折り紙などを使って、積極的にコミュニケー

ションをとる姿も見られました。
最後に本校生徒とメニューインの代表生徒による合同演奏会を開

催し、素晴らしい演奏を披露す
ることができました。

ユーディ・メニューインスクー
ルでは、校長先生を始め全校で
の受け入れ体制を整えていただ
き、本当に感謝の気持ちでいっ
ぱいでした。

午前中はRAMでの

◀ユーディ・
メニューイン
スクール

昨年に続き、2回目のイギリス演奏研修旅行となりました。
楽器を持っての海外旅行は、初めてという生徒も多かったようで

す。カルネ申請の手続きが必要なため集合時間も早かったですが、
全員そろって元気に出発できました。

夕方ヒースロー空港到着後は、ホテルへ直行し、翌日からの演
奏・観光に備えてゆったり過ごしました。

午前中はRAM演奏会
のリハーサルを行い、一
組ずつ音出しをしました。

澤 学 長 の ご 指 導 や
RAMの先生のご指導（邦
楽）をいただき、充実し
た時間を過ごすことがで
きました。

午後はロンドン観光、ウエスト
ミンスター寺院・ビックベン・
バッキンガム宮殿へ行きました。

ビックベンはちょうど改修中で、
貴重な「期間限定の姿」を見るこ
とができました。お天気にも恵ま
れ、絶好の観光日和でした。

午後はロンドン観光、ウエスト

 ▲ビックベン

▶英国王立音楽院（RAM）

▼バッキンガム宮殿

日中は大英博物館、キングスクロス駅、コベント
ガーデンを見学し、夜にはミュージカル「レ・ミゼ
ラブル」を鑑賞しました。
「レ・ミゼラブル」は、英語のみで、理解が難し

かったようですが、本物の凄さに感動したようです。

予定の便で帰国。
演奏研修旅行全体を通して、演奏、英語学習、

集団での行動など、それぞれで大きな学びがあ
り、とても良い活動ができたようです。

7日間お世話になった
ホテルをチェックアウト
し、午前中はライの町の
観光へ。ライは、英国ら
しさ溢れる中世の古き良
き町並みが魅力の町です。

観光後、ヒースロー空港へ。

東京（羽田）発→ロンドン（ヒースロー）着
この日はRAMのDukeʼs Hallに

て藝高単独演奏会でした。19時
開演の本番に向け午前中はホテル
でコンディションを整え、午後か
らのリハーサルに臨みました。演
奏会では大勢のお客様からの声援
を受け、終演後の楽屋は笑顔と涙
でいっぱいだったようです。

お客様から、生徒達の高い演奏
技術と英語でのスピーチについて、
賞讃のお言葉をいただきました。

藝高単独演奏会

帰りのバスで配られたサンドイッチとお菓子は
特別に美味しかったのではないでしょうか。

▲観劇「レ・ミゼラブル」 ▲大英博物館

▼ライ観光

英国王立音楽院  　　　　　　　 にて（                   ）The Royal Academy of 
Music（RAM）R.ヴォーンウイリアムズ　グリーンスリーブスによる幻想曲

J.ラター　弦楽のための組曲

大村 萌樹
ミニシアター

柳川 瑞季
サークル オブ サークル

B.スメタナ
ロンド

G.リゲティ
6つのバガテル 第1・3・4・6曲M.インファンテ

アンダルシア舞曲 第1曲 リトモ
藤永検校　八千代獅子

指揮・澤 和樹学長　コンサートミストレス・小野桃子さん

演奏研修旅行 2018年
9月24日～10月1日

こんな所も
行きました

こんな所も
行きました

こんな所も
行きました

こんな所も
行きました

英 演奏研修旅行国

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目 7日目


