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「響和会」とは…  
藝高現役生徒の保護者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、公開レッスン開催協力等の活動を行う。

第33回定期演奏会が10月30日（土）、東京藝術大学奏楽堂で開かれました。清々しい
秋晴れの下、今年度は観客を保護者や関係者に限定し、演奏会の様子はライブ配信で一
般公開されました。そして指揮を松原勝也先生が、合唱を清水敬一先生がご指導くださ
り、生徒たちは困難な状況が続く中、学年や専攻の枠を超え、心ひとつにして練習に励
みました。

第１部は邦楽合奏で「新高砂」「螺鈿」「操三番叟」が演奏され、伝統的な音楽だけでは
なく、現代的な音楽も和の楽器によって演奏され、邦楽の凛として煌びやかな世界観を
存分に表現していました。

第２部はピアノ伴奏でのモーツァルトの「レクイエム」を合唱し、昨年度に引き続い
て「レクイエム」が２回目である２, ３年生は様々な思いを込めて歌い、また１年生はラ
テン語の歌詞を理解し心に響く歌声を披露していました。最後のブラームスの「交響曲
第３番」では情感あふれるロマンティックな曲を、まだ10代である生徒たちが瑞々しい
中にも音楽に対する真摯な思いがこもった演奏をしました。

第33回 定期演奏会

山田流箏曲・尺八　新高砂

生田流箏曲　螺鈿

長唄・長唄三味線・邦楽囃子　操三番叟

W. A. モーツァルト　レクイエム　ニ短調　K. 626

J.ブラームス　交響曲第３番　ヘ長調　作品90

合唱指揮・清水敬一先生

オーケストラ指揮・松原勝也先生

リハーサルより

リハーサルより



３年後、藝高は70周年を迎えます。節目となるその年へ向けて
今号では藝高卒業生の先生方に当時の藝高と現在の藝高との違
いや受け継がれていることなど、思い出深いエピソードととも
にご執筆いただきました。

合宿、行事を始めた故清野澄夫先生の時代です。そ
れまでの体育は屋上で鬼ごっこだったそうです。清野
先生は長い赴任期間中、藝高はエリートをつくる学校
だ。早期教育で世界に羽ばたく人材をつくる。と言わ
れ、あらゆる場面で責任と行動力、そして思考力と体力

が求められるよう工夫しました。その施策は功をなし、専攻実技は勿論のこと、学科
成績も受験雑誌には偏差値70を超えると記されました。

当時は初見でばりばり演奏する人材が幾らでもいて、常識を覆すものでした。どの
楽器専攻者も素晴らしく、全員が狭き門を潜り抜けてきた感がしました。音楽につい
ては妥協がなく、専攻の先生が具体的に教えてくださる状況で、非常に研ぎ澄まされ
た時代でした。良くも悪くも徹底した評価があり、十分納得がいく公正で絶対的なも
のを在学者全員が共有していました。

学科試験は全員の得点が公表されました。土曜まで授業がある為、午後は合唱・オ
ーケストラの日を除き、すべて半日です。お茶の水でランチを食べ大学にレッスンに
向かうか、家に帰って楽器をさらうため、午後には高校に生徒はいませんでした。本
当によく楽器をさらい、充実した時間でした。

専攻実技の先生はとても厳しく、生徒に容赦ない状況でした。不出来で楽譜を窓か
ら捨てられたのは有名ですし、同級生は皆針の筵でした。その結果、同級生はフェリ

ス女学院教授、お茶の水女子大学教授を始め、
ドレスデン音大教授、ミュンヘン音大教授、アシ
ュケナージのコプロフェッサー等で活躍してい
ます。高校生には良い刺激となり、数十年後に
結果を結んだものだと思います。

大学入試では「あんたは落ちるよ」という脅し
文句を全員が聞き、厳しくしごかれました。藝大

入試状況は逐一高校に入り、秘密が全くない
状況で追い込まれました。情報がはっきり入
ってくる分、自分自身の現在のステータスが
はっきりし、自分の勉強方法の判断やペース
配分に役立ちました。センター試験も５教科
７科目で厳しく、専攻も学科も自分自身の責
任において行い、自分自身に結果が帰ってく
るという、はっきりした実感がありました。

合宿では全て本格的に要求されるのが良か
ったです。専攻実技は言うまでもありませんが、学科や音楽科目が出来るのも尊重さ
れ、スポーツ面でも活躍の場を与えられました。テニスは勿論、水泳も同様です。雪
国育ちはスキーが抜群でした。藝高生はすべてを頑張っていましたね。あらゆる事柄
に誰もが負けたくないし、出来るものには尊敬して習っていました。出来ないことを
避けるのではなく、より高いものを目指して教え教えられていました。繋がりは密で、
異なる人間性を尊重していました。

合宿はスポーツを通じて体力をつくるだけでなく、社会体験も大切にしていまし
た。時間についての厳格さは格別で、いつも間に合うようプロジェクト完遂に何が必
要か考えていました。また挨拶を急に指名されるため、いま自分に当たったら何を話
そうと考えるようになり、自分の行動や相手への謝辞、伝達事項を常に意識していま
した。楽器が弾けるのは当たり前。次のステージに行くには何が必要なのかを考えさ
せられました。合宿後の逞しくなった我が子の様子は、過保護な藝高生の保護者をも
納得させるほど評判が良かったです。

藝高生には十分才能と資質がある。それを助けてくれる多くの保護者や先生がい
る。更に活躍する多くの先輩が有能な後輩を待っている。一瞬の成績に拘らず、必要
とされる芸術家の一員としての活躍を期待しています。

令和６(2024)年に藝高は70周年を迎えます。私が在
籍していた時期はこの歴史の中頃ということになるで
しょうか。藝高に勤めて今年で16年目になりました。

担任の梅谷先生を中心に、全国から集まった才能に
溢れ、個性あり過ぎる39名と３年間本当に多くの喜怒

哀楽を共にしました。まさに、素晴らしい宝の時間でした。
このような深い絆で結ばれる要因には、同じ「音楽」という共通の学び、目的がある

ことは絶対的要素だと思いますが、もう一つには、たくさんの宿泊を伴った行事の存
在を欠かすことはできないと思います。当時は２年時修学旅行の他に、春の校外合宿

（全校必修）、夏の遠泳合宿（１年必修）、冬のスキー合宿（１年必修）、とそれぞれ確か
最低４泊はしていました。

夜遅くまで友達との語らい（くだらないことも真面目なことも）。春合宿の調理実習
（家庭科の単位として合宿で調理実習をしていました！）で一人暮らしの友達の料理に
感心。遠泳合宿では、２時間ほど泳ぎ続けた後、沖でボートから投げられた氷砂糖の
何と有難く、美味しかったことか。修学旅行の寝台列車「北斗星」に大興奮。ここでは
書ききれないほどの楽しい思い出ばかりです。生活の中で専攻実技を一番一生懸命努
力していたことは紛れもない事実ですが、楽器から離れて寝食を共にした藝高ならで

はのこれら合宿行事は、この当時の「藝高生」
というある種の骨格を形作る一つの要素とな
っていたのかもしれない、と思うほどです。

初出勤の日、遠泳合宿が前年度になくなっ
ていたこと、スキーも希望者制になっていた
ことを知りました。ショックを受けつつも、時
代も変われば、その流れに抗うことには限界
があり、その結論にいたるまでに行われたで
あろう先生方の多くの議論を想像すると胸が
痛くなったことを覚えています。何でも昔の
ものを残せばいいとは思っていませんが、歴
史や伝統は今存在する我々の精神に無意識の中で作用を及ぼしているものであると
いうことを考えると、学校としても改革していくべきところと、残しておくべきところ
の取捨選択は簡単ではないと感じます。時代が変わっても、ここで過ごした３年間、
仲間との絆は特別なものになる、という確信のようなものがあるからこそ、今の藝高
生にもこの特別な空間、二度と戻らないこの３年間を大切にしてもらいたいと強く思
っているのかもしれません。今後の発展を願ってやみません。

作曲専攻の私にとって、朝登校してから下校するま
で、辺りで名だたる名曲の数々を耳にすることができ
る環境は本当に刺激的でした。
 私が在籍していた学年は行事にかける思いの強さが強
烈であったと思います。特に思い出されるのが秋の祭

典で、学年劇にかける思いには凄まじいものがありました。１年生では「オズの魔法
使い」を、２年生では「アニー」を取り上げ、ビデオを何十回と見ながらの台本制作、
演出計画、そしてダンスのあるシーンの猛特訓と、それぞれのセクションが熱く燃え
ていました。そして３年生の時には大作「ウエストサイドストーリー」に挑戦しまし
た。それまでの２回の演劇制作の経験が集大成となり、監督役としてすっかり定着し
た人の指揮のもと、まるで学年が1つの映画制作現場になったような雰囲気がありま
した。私は当日の演奏指揮を担当しながら、すぐ側で繰り広げられる級友たちの迫真
の演技に胸を打たれていました。クライマックスのシーンの緊張感はただならぬもの

で、涙しながら見ている下級生がいたほどでした。
今でも秋の祭典を楽しみにしている生徒が多いという面は変

わっていないように感じますし、こうした行事の際に仕切ってく
れる生徒がいること、普段の学校生活の中では見たことのない
ようなギャップある姿を見せる生徒がいることも今も変わらな
いように思います。教員となった今でもこの行事の時には特に、
藝高在籍時のことを重ね合わせずにはいられなくなります。

定期演奏会も大切な思い出の一つです。初めての定期演奏会

でモーツァルトのレクイエムを歌いましたが、歴史的背景や音
楽の内容のことについて熱く語ってくださる３年生の先輩がい
て、その知識や勉強量に衝撃を受けた記憶があります。定期演
奏会が近くなるにつれて３年生が威厳や風格を持ち始める（少
し怖い）という光景も、今も変わらないものだと思います。かけ
がえのない財産となった思い出を挙げればキリがありません。

変わらないものは他にもたくさん。ソルフェージュや初見、
聴音のクラス分けを宝くじの当選発表のように待つ気が気でない数日間、疲れていて
もそうでなくとも廊下ですれ違うたびに響く「お疲れ！」の声など。

教員となって生徒たちと色々な話をする中で最近感じることは、現代音楽に興味の
ある生徒が増えたのではないか、ということです。「こんな曲も聴いたことあるんだ！
知っているんだ！」と思わされることが多く、こちらの想定外の作品を「この曲（ある
いは作曲家）を次の授業で取り上げて下さい！」とリクエストしてくれるということ
も多々あります。アカンサスコンサート出演に際して、あまり演奏頻度の高くない作
品を発掘してくる生徒も多いですし、休憩時間に互いに色々な作品を「これ聴いてみ
て！」と、演奏動画を見せ合っている光景が恒常的に見られるのも、時代の変化を感
じます。時には「十代でこんなことまで考えているなんてすごいなあ」と感じる会話
に出会うこともあり、新たな刺激をもらっています。

この度こうして藝高在学時のことを改めて思い出す機会をいただいたことに感謝
いたします。そして、今教員として藝高生たちと日々向き合うことができる幸せを噛
み締めながら、明日からも精進していきたいと思います。

25期 ピアノ専攻

沼田宏行先生

36期 フルート専攻

大平記子先生

49期 作曲専攻

平川加恵先生

左：江口玲先生　中：沼田宏行先生　
右：小坂圭太先生

臨海学校

後列中央、ボーダーシャツが大平先生：
この頃の合宿は電車で菅平へ行ってい
ました。必ず下車して”峠の釜めし”を
買い、ついでの1枚です。

スキー合宿

～藝高創立70周年へ向けて～～藝高創立70周年へ向けて～



“音楽の力”で未来を切り拓くグローバルアーティスト育成プロジェクト

藝高のスーパーグローバルハイスクール（SGH）事業では、2016年度から2020年度までの５年間にわたりスーパーグローバル大学である東
京藝術大学と連携しながら、研究開発に取り組んできました。その中で、第5年次（最終年度）の取り組みと、今後の展望についてご紹介します。

「音楽を学ぶ」ということで共通している藝高生ですが、自
分以外の専攻について意外と知らないこともあるようで
す。そこで、生徒同士の素朴な疑問に答えてもらいました。

●作曲専攻の方へ
Ｑ　作曲科のレッスンは、どんなことをしていますか。
Ａ　主に行っているのは、作曲・音楽書法（エクリチュー
ル）・分析などです。作曲は作った曲を先生に見ていただ
き、アドバイスを受け、直しを入れて仕上げていきます。自
由度が高いものから時代指定（バロック・古典など）があ
る曲まで取り組んでいます。音楽書法は「新しい和声」の難
しい課題を解くなどして学んでいます。
Ｑ　曲のタイトルは、いつ、どのように考えていますか。
Ａ　タイトルは曲の印象を決める大切な要素であり、とて
も重要です。曲名をどのタイミングでつけるかは人それぞ
れだと思いますが、悩みに悩んで決めています。

●ピアノ専攻の方へ
Ｑ　他の楽器と異なり本番が自分のピアノではありません
が、個体による違いはありますか。 また、それにどう対応
していますか。
Ａ　ピアノはメーカーによる違いはもちろん、鍵盤のタッ
チや響き、音色など、個体ごとに特徴があります。ペダルの
かかり具合もさまざまで、演奏しながらピアノの特性をつ
かんで調節しています。リハーサルがないコンクールなど
では、事前にピアノの機種や状態、ホールの響きなどを確

以下のような取り組みを通じて、生徒の音楽表現力や海外への関心を高め、第二外国語を含めた語学力の向上を図ることができま
した。また、東京藝大との高大連携が、カリキュラム、人的交流、場の共同利用など多くの面で進展しました。

＊英語の習熟度別少人数クラスと、第二外国語（ドイツ語、フランス語）授業の実施
＊海外への演奏研修旅行：演奏会、マスタークラスへの参加、及び現地校学生、交流
　　　イギリス：　英国王立音楽院、ユーディメニューインスクール、パーセルスクール
　　　ハンガリー：　リスト音楽院
＊海外の学校との交流と、合同演奏会の開催（中国、台湾）
＊海外招聘教授による藝高生への指導（東京藝大との連携）
＊キャリアデザイン力を高める講演
＊探究甲子園や高校生フォーラムなどの場を活用して、探究の成果発表（英語）を実施

2020年度はコロナ禍で、演奏会をはじめ準備された予定の多くが変更を余儀なくされましたが、
前年度からの継続事業に加えて、新たに以下の取り組みを実施しました。

・世界的に著名な演奏家によるオンラインレッスンの受講
藝大弦楽科、グローバルサポートセンター、その他関係各署の協力を得てオンラインにより、世
界的に著名な演奏家によるレッスンを実施しました。コロナ禍により全ての行事が大幅な変更
を余儀なくされましたが、この期間に進展したオンライン・レッスンを活用して、普段のレッ
スンとは異なった視点からの指導を受けることができました。

・外部機関による英語講座、ハンガリー語講座の実施
バークレーハウス語学センターによる、英語初級、英語上級、ハンガリー語の3講座を実施しま
した。英語の童謡やポピュラー音楽を使った学習、ハンガリーの歴史、文化や芸術をテーマにし
た語学講座など工夫をこらした講座により、楽しく語学力をアップさせることができました。

・音楽科目の年間計画の整理と可視化、科目間連携の深化
第4年次から第5年次にかけて、音楽科目の年間計画を整理の上、可視化し、各音楽科目間の連携を進めていきました。また普通
科目についても、音楽との連携や探究活動との連携を考慮したカリキュラム上の工夫を行いました。

・本校のSGHの取り組みの紹介、普及用の小冊子を作成し、配布。

2021年度もコロナ禍により、海外に向けてのフィールドワークの実施などは難しい状況が続いています。SGHにより進展した英語
の少人数学習や第二外国語の学習等は本校に定着しています。また、SGHにより強化されてきた「音楽表現力」「合奏力」「共感力」と
いったコア・コンピテンシ―を磨くプログラムや、音楽家としてのキャリアを考え、自らデザインするヒントとなる留学説明会やキ
ャリア講演会などの取り組みについても、継続していきます。SGHにより培った知識や経験を生かしながら、その成果を新学習指導
要領に沿ったカリキュラムや探究活動の充実、一人一台端末などICT活用の推進、高大連携の一層の強化へとつなげていきます。
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認したり、本番中にも自分の音をよく聴いて対応したりし
ています。普段からどんなピアノでも、よい演奏ができる
ような練習が不可欠になります。

●弦楽器専攻の方へ
Ｑ　弓の毛が切れることはありますか。また、本番中に切
れた場合は、どう対応していますか。
Ａ　弓の毛は意外とよく切れます。激しい曲ほど切れやす
いです。基本的に演奏に支障はありませんが、本番中に切
れた場合は気になるので、間奏や長い休符のタイミングを
見計らって根元から手でちぎります。無伴奏など、よいタ
イミングがない曲の場合は、気にせず、そのまま弾き続け
るしかありません。

●ハープ専攻の方へ
Ｑ　大きな楽器ですが、レッスンや本番で使うハープは、
自分のものですか。
Ａ　レッスンでは藝大の楽器を使用し、コンクールなどの
本番ではレンタルするか個人で持参します。持参する場合
はトラックで運搬して、ハープ専用のキャスターで移動さ
せます。
Ｑ　調律はどうしていますか。
Ａ　ハープは微妙な温度や湿度の違いでチューニングが変
わってしまう、とても繊細な楽器です。そのため、練習を始
める前と、その後は３時間おきにチューニングをしていま
す。特に本番では審査にも関わってくるため、出番の直前
まで合わせています。チューニングは楽器の横についてい
るピンにハンマーという道具を使って、音程を調節します。
47弦あるので、とても時間がかかります。

●管楽器専攻の方へ
Ｑ　肺活量は演奏に関係ありますか。また、演奏以外に何
かトレーニングしていることはありますか。
Ａ　肺活量は演奏に関係あると思います。特にオーケスト
ラ演奏では必要だと感じています。日々の楽器の練習で鍛
えることはもちろん、日常生活から腹式呼吸などを心掛け
ています。体調が演奏に関わってくるので、規則正しい生
活をして健康でいることも大切になります。

●打楽器専攻の方へ
Ｑ　打楽器は種類がたくさんありますが、藝高では何の楽
器の演奏方法を学んでいますか。
Ａ　打楽器の基礎として必要なスネアドラム・マリンバを
主軸に、ティンパニーからトライアングルまで、とても広
い範囲の楽器を勉強しています。人によって専門的に学び
たい楽器が違うので、レッスンに占める楽器の種類の割合
は、個々でかなり違いがあります。

●邦楽専攻の方へ
Ｑ　邦楽の楽譜は、どんな楽譜ですか。
Ａ　邦楽の楽譜は洋楽の楽譜と異なり、漢数字を用いた奏
法譜（糸譜）で、縦書きのもの、横書きのものが使われてい
ます。流派による違いもあります。五線譜との違いは、弦名
を表現し、絶対的な音高は表現しないことです。
Ｑ　本番の着物の着付けはどうしていますか。
Ａ　着付けをお願いすることもありますが、自分でもしま
す。夏休みの課題にでたこともあります。

★藝高生に聞きました★

質問コーナー Q＆A

養老孟司先生の講演会

英国王立音楽院での澤先生のご指導

海外の著名な演奏家によるオンラ
インレッスン



藝高生活最後の定期演奏会で、2年ぶりに袴
を着て演奏出来た事がとても嬉しかったで
す。普段は弾くことの少ない現代曲に皆と全
力で向き合って、一つの作品に作り上げてい
く楽しさ、難しさを改めて感じ、今後に活かせ
るような学びと成長があった演奏会でした。

邦楽　大石真愛（箏曲）

3年生 　クラ吹きのゴーシュ

編 集 後 記

コロナウイルス感染症の影響はまだ受けつつも、藝高生にとって大切な行事である定期演奏会や、楽しい秋の祭典を開催することができて本当に良かった！と、本誌を作
りながら思いました。全ての行事が当たり前のように開催出来て、マスク姿の写真を見て「こんな時もあったね」と思える時が、来年には訪れて欲しいものです。
本号発行にあたりお忙しい中ご協力頂いた、藝高の先生方、生徒の皆さん、すべての方々に深く感謝申し上げます。

「藝高Acanthus　第28号」をお届けしました。

【会長】藤岡 尚子　【副会長】佐倉 亜弓・児守 夕子　【広報委員会】岡田 美紀・河野 美香・小金澤 操・草地 有理果・島崎 智恵美・河村 聖子・島田 純代・金綱 美樹・大沢 ようこ

10月17日（日）、北とぴあ　さくらホールで「輝く☆未来の星コンサー
ト」が開催されました。今回も新型コロナ対策で、合唱やオーケストラ
の参加はできず、小規模編成となりました。

第1部は北区立王子桜中学校吹奏楽部の演奏で、本校は第2部を担当
し、以下の曲目を演奏しました。

・箏曲生田流「乱輪舌」　八橋検校　作曲
・箏曲山田流「新高砂」　初世寺島花野　作曲
・ピアノソナタ第23番　Op. 57　ヘ短調　L. v. ベートーヴェン　作曲
・幻想小曲集Op. 73 　R.シューマン　作曲
・ 序奏とロンド・カプリチオーソ　イ短調　Op. 28   C.サン=サーンス　

作曲
・ソロスネアドラムのためのアスヴェンチュラス　A.ゲラシメス　作曲
・ソング・アンド・ダンス 　P.スパーク　作曲

小規模編成により、演奏者個人の演奏技術の高さ、凄さがストレート
に観客に伝わりやすいように感じられ、観客は熱心に演奏に聴き入り、
楽しんでいる様子でした。

各演奏の冒頭に、演奏曲に対する思い・聴きどころ・作曲家や時代背
景などの情報を生徒たちが自分のことばで語りかけていたことも強く印
象に残りました。

輝く☆未来の星コンサートが
開催されました！

定期演奏会を終えて　～生徒たちの感想～

定期演奏会を開催するにあたって関係して
下さった皆様に感謝申し上げます。大好き
な仲間たちと演奏できたこと、互いの個性
を認め合い平和に本番を迎えられたこと、
とても嬉しく思います。

オーケストラコンサートマスター　
水野琴音（Vn）

コロナ禍において合唱には多くの制約があ
りましたが、清水先生の御指導のもと素晴ら
しい本番が迎えられたことに感謝していま
す。今年も叶わなかったオーケストラとの共
演が来年は実現できるよう願っています。
 合唱インスペクター　

伊東新之助（作曲）

体育の部

秋の祭典

2年生　シンデレラ

1年生　動物の謝肉祭

文化の部


