
　新型コロナの流行とともに藝高に入学した３年生が中心となった今年の定期
演奏会。ようやく奏楽堂に多くのお客さまをお迎えしての開催が可能となり、藝
高生活の集大成にふさわしい素晴らしい演奏会となりました。チャイコフス
キーの幻想序曲「ロメオとジュリエット」は、シェイクスピアの恋愛悲劇が題材、
チェロ協奏曲は、シューマンが精神錯乱との葛藤の中で生み出した名作、そして
人類最高の芸術作品として称えられるベートーヴェンの「第九」こそ音楽家とし
て聴力を失うという最大の試練に打ち勝った勝利の証。いずれも高校生には高
すぎるハードルかと思いましたが、「コロナ禍の数々の試練を経験してきた今の
藝高生だからこそ、きっと克服してくれる」と信じた上での選曲でした。

　彼らは、その期待をはるかに上回る感動的なパーフォーマンスで応えてくれました。チャイコフス
キーを弾き終えた時に、すでに多くの生徒たちが感涙にむせんでいました。普段のオケ授業ではマス
クしたままということもあり、「この子達、上手だけど表情に乏しいな…」と感じる事もありましたが、
自らの感動を聴衆に伝える音楽家にとって不可欠の素養を彼らから確認でき嬉しかったです。
　シューマンでは、80歳の巨匠、アラン・ムニエ先生が孫のような藝高生に優しい眼差しを送ってい
るのが印象的でした。コロナ禍で、外国の素晴らしい先生方との出会いに恵まれなかった彼らにとっ
ては貴重な体験になったと思います。そして難解な「第九」。声楽科の藝大生の力を借りたとはいえ、
清水先生のご指導のもと、素晴らしい合唱でしたし、オーケストラの集中力も凄まじいものがありま
した。GPでは、邦楽専攻の生徒たちが紋付き袴のままで合唱に参加していて、ほぼ100年前の1924
年に第九が東京音楽学校の奏楽堂で日本初演された歴史を思い起こしました。
　私にとって初めての藝高定期演奏会での指揮をこのような素晴らしい機会でご一緒出来たことは
この上ない喜びでした。彼らの音楽家としての成長を今後も見守って行きたいと思います。

指揮

澤 和樹先生

令和４年10月29日に東京藝術大学奏楽堂にて開催された第34回定期演奏会は、フランスからチェロ界の巨匠アラン・ムニエ氏を、第九に新進気鋭の声楽家大澤桃佳氏、
依光ひなの氏、田中裕太氏、田中雅史氏を迎えての、歴史的なプログラムとなりました。邦楽合奏の澄み切った静寂から湧き出る生命力溢れる演目に始まり、第二部では、オー
ケストラのひたむきな情熱に満ちたチャイコフスキーの幻想序曲「ロミオとジュリエット」と、アラン・ムニエ氏の心の声から紡ぎ出される音色に魅了されたシューマンのチェ
ロ協奏曲イ短調作品129が演奏されました。そして、数年ぶりに叶う合唱とオーケストラの共演となるベートーヴェンの交響曲第９番第四楽章では、生きる喜び、音楽を奏で
る喜びに満ち溢れた『歓喜の歌』に聴衆は沸き返り、熱気冷めやらぬうちに幕を閉じました。

～清澄から躍動へ　湧き上がる歓喜の歌～
第34回 定期演奏会

「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、公開レッスン開催協力等の活動を行う。

箏曲山田流・尺八　中能島欣一：「ひぐらし」

長唄・長唄三味線・邦楽囃子　十代目杵屋六左衛門：「供奴」

箏曲生田流・尺八　宮城道雄：「飛鳥の夢」

R.シューマン：チェロ協奏曲 イ短調 作品129 独奏 アラン・ムニエ氏

「試練は芸術を育てる」～藝高定期で感じたこと～

L. v. ベートーヴェン　交響曲第９番　ニ短調　作品125　第四楽章
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　5 日間とも天候にも恵まれ、２年生一行は北海道の経済、政治、文化の中心都市札幌から「な
ぜか懐かしい」と言われる函館までを巡りました。仲間と共に札幌～函館の名所を巡り、自然・
文化・歴史に存分に触れることで一人ひとりが、演奏の技術面のみならず表現面の可能性を広
げることができたのではないでしょうか。また、将来演奏家として世界に羽ばたく一人ひとりの
かけがえのない思い出になったことでしょう。

９/26（月） 午前　東京（羽田）発⇒旭川着
午後　旭山動物園 札幌泊

９/27（火） 終日　札幌市内班別研修
夕方　札幌ビール園（ジンギスカン） 札幌泊

９/28（水）
午前　さっぽろ羊ケ丘・白老ウポポイ
午後　昭和新山熊牧場・
　　　有珠山火口展望台

洞爺湖泊

９/29（木）
午前　大沼公園
午後　五稜郭公園タワー
～夕　函館山頂

函館泊

９/30（金） 午前　函館市内班別研修
午後　函館発⇒東京（羽田）着

齊藤 了介先生
生徒の集合や行動は早くスムーズで、時間的
に無駄がなく、天候にも恵まれたとても充実
した修学旅行でした。
那須野 直裕先生
今回の修学旅行は 4 泊 5 日、バス移動
500km以上になり、宿泊も移動距離もハー
ドでしたが、生徒には将来のための良い経験
となったことでしょう。

引率してくださった先生方より

札幌のシンボル時計台（旧札幌農学
校演武場）。北海道大学の前身、旧
札幌農学校の演武場として1878年
に建築されました。1881年に付設
された時計塔の振り子式時計が、今
でも正確に時を刻み続けているこ
とに感動しました。週２回行われる
ネジ巻き作業を運よく見られたグ
ループもありました。

「少年よ、大志を抱け」
あまりに有名なこの言葉を残したクラーク博士の像の前
で記念撮影。ゆったりと散歩する羊たちを眺めました。

動物の生態にあわせて動物本来の行動を引き
出して見てもらう「行動展示」で有名になった
動物園。動物の、のびのびとした自然で飾らな
い行動に目を奪われました。

明治40年に函館に渡航し家族
を呼び寄せた石川啄木が落ち
着いた青柳町の旧居跡にも近
い函館公園内に彫られている

「函館の青柳町こそかなしけれ 
友の恋歌 矢ぐるまの花」の短歌
を味わいました。

明治時代のクラシックな雰囲気が
漂う建物が特徴的。北海道名物の
ジンギスカンに舌鼓を打ちました。

大 通 公 園 の 東 端 に 立 つ 高さ147.2mの
「さっぽろテレビ塔」。地上約90mの高さに
ある展望台から札幌のパノラマ風景を楽し
めます。高い空を仰いでジャンプ！

榎本武揚や土方歳三らが率いる旧幕府軍が、最
後の砦として明治新政府軍と激戦を繰り広げ
た戊辰戦争終焉の地。美しい星型を形作る日本
初の西洋式城塞に魅了されました。

「100万ドルの夜景」とも称される超有名な夜景ス
ポットで美しい景色に見惚れました。

「ウポポイ」とは、アイヌ語で「（おおぜいで）歌うこと」を
意味するそうです。アイヌ舞踊に使われる「ムックリ」と
いう笛などのアイヌ文化に触れたり、民族舞踊を鑑賞し
たり、民族共生象徴空間を堪能しました。

20世紀に４回噴火をした活火山
有珠山。大型ゴンドラ「有珠山
ロープウェイ」に乗りました。

大沼・小沼・蓴菜(じゅんさい)沼の3つの湖からなる大沼国
定公園。いずれも駒ヶ岳の火山活動によってできた湖。レンタ
サイクルにもボートにも乗って大自然を謳歌しました。

9月26日〜
9月30日

2022年感性弾ける！ 
68期が一つに

なった旅

旭山動物園

札幌市時計台
さっぽろテレビ塔

さっぽろ羊ケ丘展望台

五稜郭公園

昭和18年の噴火活動で麦畑が隆起してできた昭和新山。
そのエネルギーを感じつつ自然体のヒグマを間近に見まし
た。クマさん、リンゴのナイスキャッチ。

昭和新山熊牧場

白老ウポポイ

函館山 有珠山火口展望台

大沼公園

サッポロビール園 石川啄木歌碑

修学旅行 in 北海道

旅行日程表

青木 祐梨先生
学校とは違う場所で感じたり学んだりできた
貴重な時間でしたね。体調管理を自己調整で
きている人も多く、寝坊もほぼ無しなのが素
晴らしかったです！
大平 記子先生
5日間、音楽、楽器から離れ、多少不安だった
かもしれませんが、この先の人生を考えると貴
重な時間だったと思います。お疲れ様でした！
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輝く☆未来の星コンサートが
開催されました

秋 の 祭 典秋 の 祭 典
体育体育のの部部
10月7日10月7日

文化文化のの部部
11月2日11月2日

10月16日(日)、北とぴあ さくらホールで「第15回輝く☆未来の星コンサート」が開催されました。
このコンサートは北区の小中学校と藝高のジョイントコンサートです。

普段はあまり運動するイメージを持たれない藝高生ですが、こ
の日ばかりは、全員で力を合わせ、スポーツに全力投球です！

企画段階からみんなで協力し、持ち前のクリエイティビティ
を遺憾無く発揮。非公開ですが、覗いてみたいですね。

指揮・清水敬一先生

指揮・澤 和樹先生

第１部は北区立西浮間小学校スクールバンドと北区立王子桜中学校吹奏
楽部が、楽しく、そしてひたむきな演奏を披露しました。
第２部では藝高生が以下の曲目を演奏しました。３年ぶりとなった合唱と
オーケストラの大編成での演奏に、会場は大きな拍手に包まれました。

● L. v. ベートーヴェン作曲 交響曲 第９番 ニ短調 作品125 
第４楽章より合唱（ピアノ伴奏版）

● J. ハイドン作曲 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.  I：104
「ロンドン」より第１楽章 アダージョ –アレグロ

● W. A. モーツァルト作曲 交響曲 第35番 ニ長調 K. 385
「ハフナー」より第３楽章 メヌエット・第４楽章 プレスト

● P. I. チャイコフスキー作曲 幻想序曲「ロミオとジュリエット」
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フランスから定期演奏会ソリストとしてお迎えした
アラン・ムニエ氏  終演後インタビュー ～音楽に携わる喜びと責任～

編集後記

今号の発行にあたり、藝高の先生方を始めご協力下さいました関係者の方々へ心より感謝申し上げます。特に定期演奏会でのムニエ氏へのインタビューは、多方面の方々から
のお力添えがなければ実現は叶いませんでした。ムニエ氏が貴重な40分間いっぱいに語って下さった熱い思いを、この紙面を通じて多くの方々にお届けできましたら幸いです。

「藝高Acanthus　第30号」をお届けしました。

【会　長】湯原幸美　【副会長】永留勝・工藤由夏　【広報委員会】鈴木崇文・松村康子・丸山智子・穴澤美穂・本木美保・海野純子・河合倫江・久保かぐや・五味洋子

　若くて優秀な藝高生の皆さんと共演できたこと
は、とても素晴らしい体験でした。信頼関係のあ
る澤先生とご一緒できたことも嬉しく思いました。
　不安定な世の中ですが、音楽家になるというこ
とは素晴らしいことだと思います。そのチャンス
を皆さんが持っている、ということを大切にして

欲しいです。そして、チャンスだけでなく『音楽という素晴らしくて美しいもの
を創る』ということに携わっている、その責任も大切にしてください。
　音楽は、とても繊細で大切なもの、とても純粋なものであり、喜びを追求する
ためのものだと思います。ですから音楽家として、聴衆をビジネスの対象として
見なしたり、私を聴きなさいという姿勢で演奏するのではなく、「この音楽がど
れほど素晴らしいか一緒に聴きませんか」という気持ちで、喜びを共有したいと
いう思いで演奏して欲しいのです。
　今回のシューマンのコンチェルトは、内面的ですごく親密なところが私はとて

も気に入っています。チェロのコンチェルトとしては、もっと有名なものや華や
かで見せ場があるものも数多くありますが、この曲は、自分のテクニックを誇示
するような感じは見せずに自然な感じで弾くところも好きです。
　また音楽家の責任として、楽譜に忠実でなくてはなりません。もちろん、それ
ぞれの解釈があり、回答は一つではありませんが。最近では、CDなどで他の人
の演奏を聴いた上で手早く仕上げてしまう生徒さんが多いのですが、それは、
自分で創り出したのではなく、単に他人のものをもらっているだけです。自分自
身で解釈することが大事です。それぞれの作曲家は非常に豊かで、それぞれが
素晴らしいものを持っています。それを私たちが受け取り演奏するのであって、
私たちが脚色するのではありません。それぞれの作曲家の良さや彼らが伝えた
いことを、楽譜から正確に読み取り、丁寧に受け取ることが必要です。例えば、
フランスだけが素晴らしく、フランス人だけが優れているので他の人達とは交
流しないという考えではなく、様々な人たちと交流したりやり取りしていくこと
が大切で、それは音楽の上でも同じだと思います。
 （通訳　ピアニスト　川井綾子先生）

定期演奏会の本番では、今まで以上に楽しんで
演奏することができたと思います。奏楽堂の広
いホールでみんなで音楽を作り上げ、たくさん
のお客様から拍手をいただくことができ、とて
も感動しました！
 コンサートミストレス 青山 暖（Vn）

コロナでずっと定演ではオーケストラと一緒に
歌えませんでしたが、３年生にとって最後とな
る定演で一緒に歌えてとても嬉しく思います。
来年からもオーケストラと一緒に皆で本番を迎
えられるよう願っています。
 合唱インスペクター 草地葉音（Pf）

世界的に活躍するアラン・ムニエ先生の素晴ら
しいソロを間近で体験し、共演する機会をいた
だいたことで、アンサンブルの難しさやそれに
伴う喜びを改めて感じることができました。
 コンサートミストレス 戸田晴花（Vn）

私は今年の定期演奏会で、合唱のバスパート
リーダーを務めさせて頂き、パート練習等を通
じて全体を同じ音楽の方向へ導くという貴重な
経験をすることができました。
 バスパートリーダー 鈴木 凛（Pf）

みんなより背の高いコンマス席に座って、初めて周
りを見渡して最初に思ったのが、「あぁ、合同オケっ
てこんなに人数いるんだ！」だったのがすごく印象
に残っています。そんなみんなを引っ張って弾けた
ことは、一生忘れられない思い出になりました。
 コンサートマスター 山田雄万（Vn）

長唄は一般にあまり馴染みのないジャンルです
が、今回の演奏会で初めてのお客様も多かった
のではないかと思います。合唱ではオーケスト
ラと共演もでき、心に残るものとなりました。
 邦楽合奏 八森あめり（長三）

定期演奏会を終えて
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