
秋の祭典

生徒たちの演奏会の感想・後輩にひとこと

定期演奏会を終えて
～リハーサル&反省会より～
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今回は指揮者から近い位置で演奏していたので、ご指
導くださった先生方の音楽性が今までよりダイレクト
に伝わってきました。先生ごとに音楽性に違いがあり、
それを間近に感じることができて、とてもいい経験に
なりました。

コンサートマスター（交響曲）　高橋 愛輝（Vn）

ナジ先生の目指すエレガントなブラームスを実現でき
るよう皆と頑張りました。コンマスとして全員の気持
ちを一つにできるよう努力しました。奏楽堂での本番
の美しい響きと、やり遂げた達成感は一生心に残ると
思います。 

コンサートマスター（合唱曲）　小西 健太郎（Vn）

1年に一度、音楽をもって最も幸せになれる日。新音楽
の第一線で活躍されているジョルト・ナジ先生のご指
導で、また尊敬する人に囲まれ、あのような世界が作
れました。この幸せな機会に心より感謝申し上げます。

合唱インスペクター　大村 萌樹（作曲）

いつか演奏してみたいなと思っていたブラームスの交
響曲。まさかこんなにも早くその機会を頂けるとは、
思いもしませんでした。この曲をナジ先生の指揮で、
最高の仲間達と演奏出来たことは、一生忘れません。

オーケストラインスペクター　 鈴木 優菜（Cl）

今回は今までの本番と全く違う感覚を覚えました。「頑
張って出し切るぞ」という若いエネルギーではなく、
演奏中に自分が大人になっていく感触がありました。
最高の諦め、妥協、諦観、をブラームスの音楽の中に
学ぶ事ができたと思います。

オーケストラサブインスペクター　中野 愛（Vn）

定演、お疲れ様でした！お婆ちゃんになってもあの舞
台からの景色を忘れることはないでしょう。時には意
見がぶつかることもあると思いますが、本番を成功さ
せたい気持ちはみんな同じです。来年からも楽しみに
しています！

邦楽合奏　間宮 世奈（生田流箏曲）

金木犀が優しく香る10月26日（土）、東京藝術
大学奏楽堂にて第31回定期演奏会が開催されま
した。澄み渡る秋空の下、多くのお客様が長蛇の
列で開場をお待ちくださいました。
定期演奏会は藝高のメインイベントで、学年や

専攻の枠を超え全員が心をひとつに、数ヶ月をか
け大曲に挑戦します。本年は、指揮を世界的にご
活躍のジョルト・ナジ先生が、合唱を清水敬一先
生がご指導くださいました。
第１部の邦楽合奏ではその所作も美しく３曲が

披露され、初めの「花三題」では凛とした箏と尺八の音色に清らかな歌声が相まって、会場を一瞬にして和の響きへといざないました。
次の「編曲 砧」では十七絃の重厚な低音の上に箏の調べが華やかに舞い、一糸乱れぬ演奏でお客様を魅了し、続く「元禄花見踊」では
唄・三味線・笛・小鼓・大鼓・太鼓のそれぞれが互いを見事に引き立てあい、錦を織り成す邦楽の世界を存分に披露しました。
第２部はオーケストラと合唱。心洗われる歌声で始まる「運命の歌」では力強い合唱とそれを支えるオーケストラが見事に調和し、崇

高で荘厳なハーモニーが奏楽堂に響き渡りました。最後のブラームスの交響曲第４番では、その奥深い音楽を心から理解し大切に伝えよう
とする真摯な想いが若さ溢れる熱演となり、満員のお客様からは惜しみない拍手が送られ、生徒たちの顔は喜びと達成感に光り輝きました。
この素晴らしい体験はきっと豊かな糧となり、感謝と共に生涯彼らを支え続けてくれることでしょう。

「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：運命の歌　作品 54

中能島 欣一 作曲「花三題」（山田流箏曲・尺八） 宮城 道雄 作曲／牧野 由多可 編曲「編曲 砧」
（生田流箏曲）

竹柴 瓢助 作詞／三世杵屋 正次郎 作曲「元禄花見踊」
（長唄三味線・邦楽囃子）

J. ブラームス：交響曲第 4番　ホ短調　作品 98

第31回 藝高定期演奏会
～ひたむきさと情熱で より高みを目指して～

編
集
後
記

「藝高の今」をお届けしてまいりましたが、改めて生徒の音楽を学ぼうとする真摯な気持ち、それを支えてくださる先生方の
熱意を感じました。ご協力賜りました先生方、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。活動を終えて委員よりひと言。
適材適者（小）、感謝（宇）、万里一空（須）、雲外蒼天（里）、戮力一心（倉）、一致協力（田）、一期一会（穂）、音声相和（佐）、
ONE TEAM（出）。
【会長】矢崎 敏美【副会長】佐藤 松代・依田 美弥子
【広報委員】小西 久美・宇名根 昭子・須藤 靜・岡本 里佐・倉沢 桂子・田邉 真記・穂苅 雅恵・佐藤 珠美・出口 淳子

1 年 美女と野獣 卓 球

2年 コーヒーの香りに誘われて バスケットボール

3年 Rossum's Universal Robots アルティメット　　　　

文化の部 体育の部
　おそらくですが 64 期生の藝高生活で大きな比
重を占める行事を３つ挙げるとすると①演奏研修
旅行、②公開実技試験、③定期演奏会だったので
はないでしょうか。その中でも 2年次に行ったイ
ギリス演奏研修旅行は他者とのコミュニケーショ
ンの取り方、他国の文化に対する理解、日本と外
国の音楽に対する考え方など非常に多くの経験を
得ることができ、そこで得た経験は公開実技、定
期演奏会への取り組み方、生徒たちの将来の進路
などに大きな影響を与えたと思います。写真は旅
行４日目に世界遺産キュー王立植物園で撮られた
もので、前日にメニューイン音楽院との交流演奏
会が無事に終わり、翌日のロイヤルアカデミーで

の演奏を控えた、安堵と緊張の入り混じっていた
日の写真です。自分は残念ながら楽器の見張りで
生徒の見学に同行はできなかったのですが、リ
ラックスした表情から楽しい見学が出来たことを
感じることができ、たくさんある写真の中でも気
に入っている一枚です。

三年間を振り返って
～那須野 直裕先生より～

ジョルト・ナジ先生のお言葉
　本当にありがとうございました。とても良いコンサートだったと思います。もちろん、完璧ではなかったと思います。でもそれはとても良いメッセー
ジなんです。まだ何かやるべきことが残っているということですからね。そして、永遠に完璧になるということはないでしょう。でも、人生というの
は不可能に挑戦し続けるということですから。皆さん、たくさん練習をして、勉強をしてください。皆さんが忍耐強く協力してくださったこと、エネ
ルギーに感謝します。皆さんからのパワーのおかげで、自分が年齢より少し若くなったように感じました。（生徒から笑い）
　近い将来、機会があれば、また皆さんと一緒にできると良いですね。（日本語で）ありがとうございました。  （通訳　横田 揺子先生）
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ハンガリーに恋をしました♥

演奏研修旅行
ハンガリーin & オーストリア

サン＝サーンス　動物の謝肉祭

八橋検校　みだれ

ラウバー　４つの中世風舞曲

プーランク　六重奏曲 ロサウロ　マリンバ協奏曲第１番

芥川也寸志　弦楽のためのトリプティーク
ヴェイネル・レオー　ディヴェルティメントより、狐の踊り

リスト音楽院にて

演奏研修旅行４日目にはリスト音楽院のSOLTI 
TEREM でコンサートが行なわれました。この

コンサートは、日本・ハンガリー外交関係開設150周年事業の一つとして在ハ
ンガリー日本国大使館に認定されました。本番前、ディナー会場への往復では、
ブダペスト名物の大渋滞に巻き込まれ、リスト音楽院に全員が集まったのは、
開演30分前でした。そんなハプニングにもめげず、限られた時間の中で落ち着
いて本番に向けて準備を行い、演奏会は大成功！お客様から惜しみ無い盛大な
拍手が送られました。

２日目、３日目
にはリスト音楽院

でピアノ、弦楽器、管打楽器のマスタークラスが行
なわれました。素晴らしい先生方から45分間、中身
の濃いレッスンを受けることができました。またア
ンサンブルレッスンでは、リラックスした雰囲気の
中、ハンガリーの民族音楽について理解を深めました。

邦楽専攻の生徒は、ハンガリー日本
人学校とカーロリ大学を訪問し、邦楽

について、楽器の紹介、流派による違いなどのレクチャーと実演を
行いました。日本人学校では和楽器を初めて目にする子どもたちも
多くみんな興味津々で、「ギターには穴が開いているのに三味線には
どうしてないの?」といった質問も出ました。

Super Global High School に指定され４年目、今年度も関係機関の皆様、先生方のご支援により海外での研修となりまし
た。今回は帰国時に生徒のみなさんにアンケートを実施いたしましたので、その声とともにお届けいたします（フキダシ枠内）。

シュニッツェル、グヤーシュ、ザッハトルテ、アップルパイ、漁夫の砦で食べたアイス、オリーブ、酸っぱいパン、
クロワッサン、ザワークラウト、ソーセージ、ナマズのスープ、ヨーグルトかけのサラダ！

※ タイトル「ハンガリーに恋をしました」は、２年山田晃くんのアンケート回答から引用させて
いただきました。

～２年担任　宮城先生より～
今年度は、２年生39名でハンガリー・オーストリアにて研修旅行を実施

しました。昨年度までとは文化・環境が異なる渡航先に向けて、ほぼ
１年がかりで準備を重ねて当日を迎え、無事、全行程を終えることができ
ました。交流演奏会は満員御礼の大盛況で、現地のお客様やリスト音楽院
の方々からもご好評の声をいただきました。

観光編

マスタークラス編

レクチャー編

日 程 表

9月23日

午前１時東京（羽田）発 オーストリア（ウィーン空港）着

ブタペスト泊午前 ウィーン市内見学、専用バスでハンガリー・
ブタペストへ

午後 ブタペスト市内見学

9月24日
終日

各自研修（リスト音楽院でマスタークラス受講・
合奏練習・日本人学校への訪問・ブタペスト
市内観光） ブタペスト泊

夜 バス・ナイトクルーズ

9月25日 終日
各自研修（リスト音楽院でマスタークラス受講・
合奏練習・カーロリ大学への訪問・ブタペス
ト市内観光）

ブタペスト泊

9月26日

午前 ホテルで休憩

ブタペスト泊午後 演奏会リハーサル

夜 演奏会本番

9月27日
午前 専用バスでオーストリア・ウィーンへ

ウィーン泊
午後 ウィーン市内見学

9月28日 終日 ウィーン市内見学 ウィーン泊

9月29日 オーストリア（ウィーン空港）発 機中泊

9月30日 東京羽田空港着

印象に残った訪問先
第１位 シェーンブルン宮殿
第２位 リスト音楽院
第３位 シュテファン寺院
第４位 聖イシュトバーン大聖堂
第５位 ハンガリーの丘
第６位 マーチューシュ教会

お土産ランキング
第１位 チョコレート
第２位 刺繍・レース
第３位 ウエハース
番外編 アクセサリー

パプリカパウダー
スミレの砂糖漬け

コンサート編

ハンガリーの民族音楽の軽やかなリズムを伝えるため
に、舞台からジャンプするダニエル・フュールプ先生

リスト音楽院にて

英語で頑張ってコミュ
ニケーションが取れた/

固定概念が取れた/視野を
広げることができた/作曲
家について違う視点を学ん
だ/姿勢がなおった/音の深
みの必要性を考えられた/
楽しんで弾くようになれた/
表現方法を学んだ

成長
したこと

もっと英語力があれば
先生とのコミュニケー

ションを取ることができ、
さらに理解を深められた/
旅行前にもっと研究してい
けばよかった/もっと詰め
られた

反省
したこと

人に楽しく伝えることを学んだ成長
したこと

ドナウ河（ブタペスト）

日本人学校にて

シュテファン大聖堂

ハイリゲンシュタット（ウィーン） オペラハウス

印象に残った食べ物

ナマズのスープ 名物コイ料理 ザッハトルテ

秋の藝高は
行事満載

令和元年の秋、藝高
ではたくさんの行事
が催されました。

第12回輝く☆未来
の星コンサート

10月14日（月）
会場：北とぴあ
　　　さくらホール

第１部は北区明桜中
学校、飛鳥中学校の
レベルの高い熱い吹
奏楽、第２部では藝
高生がブラームスの
交響曲と合唱（ピア
ノ伴奏版）を演奏し、
会場からは大きな拍
手が送られました。

全国音楽高等学校
協議会全国大会

11月８日（金） 
　　 ９日（土）

全国各地の音楽高校
の先生方が集結、協
議会全国大会が本校
で開催されました。
２年生は、演奏研修
旅行で行ったコン
サートのプログラム
と、演奏研究の授業
成果を発表しました。

グローバルキャリア
講演会

様々な分野で国際的
に活躍されている先
生方をお招きし、生
徒・保護者を対象に
講演が行なわれま
した。

11月７日（木）
　 講師：日本クラシッ
クソムリエ協会代表
　田中 泰先生

11月28日（木）
　講師：解剖学者
　養老 孟司先生

輝く☆未来の星アカ
ンサスコンサート

11月21日（木）
会場：北とぴあ
　　　つつじホール

校内アカンサスコン
サートで選抜された
メンバーによる室内
楽で優雅なひととき
をお届けしました。

ガイドさんの説明が面白かった！

ベートーヴェンが耳の治療のために滞在したというハイリゲンシュタット
の散歩道を神妙な気持ちで友人と散策したことは忘れられない。 夜のオペラハウスがとても印象的でした！

リスト音楽院のチェロとコントラバスと指揮の方のお力添えを頂き、温か
い会場の雰囲気の中、楽しんで演奏できました。アンコールが終わっても、
拍手が鳴り止まなかったことが印象的でした。

緊張しなくて、
楽しく演奏できました。

練習から色々なことにチャレンジして、
本番ではその成果を出すことが出来ました。

リスト音楽院の楽器を貸していただいて、
その楽器に慣れるのが大変でした。

お客様の拍手が温かく、今までで
一番良い演奏が出来ました。

12人でひとつの音楽を創ることが出来ました。
一体感を感じながら演奏することが出来ました。

ウィーンに
永住したい！

自由散策で偶然入った
聖ピーター教会。聖歌
コンサートの美しい響
きを堪能した。
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