


■ ご挨拶 

 

本日はお忙しいところ、またコロナ禍にもかかわらずコンサートに足をお運びくださり誠にありがとう

ございます。 

当会の演奏会も今回で 17回を数えます（前回の第 16回はコロナにより開催中止、欠番となります）。今

回は昨今コロナのせいで図らずも定着してしまいました「ディスタンス＝距離」をキーワードとしてメンバ

ー各人が構想を練り作・編曲した作品を演奏させていただきます。 

このような災禍の最中に演奏会開催はいかがなものか、とご批判もあろうかと思いますが、われわれ音楽

家が表現するという事を諦めてしまうということは芸術の死を意味するのではないかと考えますので、「密」

の阻止、また消毒の徹底等の感染予防対策を万全にして行いたいと存じます。 

感染予防の観点から人員を削減し、チケットやプログラムの手渡しをしない、作曲メンバーが舞台スタッ

フを兼ねる等、些か礼を失することもございますが、ご理解いただけましたら幸いです。毎回ご協力を賜っ

ております演奏会アンケートにつきましても、今回はネット上からのご記入をお願いしております。若干の

余計なお手間をおかけしてしまい申し訳ございませんが、表紙のQR コードから接続下さい。 

また、本日の公演は 9月下旬頃にアーカイブ配信を予定しております。詳細決まり次第ホームページに

て告知いたします。 

それでは、短い時間ではございますが、ごゆっくり演奏会をお楽しみください。 

第 17 回 New Sound Scape '96－ 演奏会 代表 山口哲人 

会員：小林弘人・林きらら・真島圭・山口哲人・和田恵 

 

■ プログラム 

 

小林弘人 Try-Phonics III 

ブラームス ＝ 小林編 交響曲第３番ヘ長調 作品 90 より 第３楽章 

     Percussion 稲野珠緒 すすきだ真樹 久米彩音 

 

バルトーク= 和田編 ミクロコスモス 第 6 巻 142. ハエの日記から 

和田恵 Response  － 打楽器が織りなす模様 － 

     Percussion 稲野珠緒 久米彩音 

 

ムソルグスキー = 林編 「展覧会の絵」より「プロムナード」 

林きらら 3本のフルートのための抽象画 

     Flute 福島明佳 安東麻佑子 臼井源太 

   ―――――――――〔 休憩 〕――――――――― 

ラヴェル = 真島編 パヴァーヌ 

真島圭 In the world of one octave  一オクターブの世界で 

     Piano 真島圭 

 

ラフマニノフ= 山口編 カノン 

山口哲人 オーボエとピアノのための「コスミコミケ」 

     Oboe 加藤 真奈美 Piano 深貝 理紗子 



■ 作品解説と作曲家プロフィール 

 

小林弘人 Try-PhonicsⅢ 

 

 時間的・空間的な距離とそれが生み出すズレや意図しない変化など、現実ではネガティブに捉えがちな現象

を、音楽の中で楽しむように編んでいった。それぞれの楽器は互いにはたらきかけながら、距離を超えて解り

合おうとする。その努力が実ることもあれば、そうで無いことも…そうで無かったとしても、別の“なにか”を

生み出すことを、やがて楽しめるようになると信じている。 

 スコアの上でいつものように整然と並んでいる五線。 

 「距離」を意識することによって、それぞれが持つ「意思」をより強く感じながら作曲することになった。 

 現在私たちは距離に苛まれ、同時に距離に守られながら生活を続けている。この、すでに決して短くはない

特別な時間が、ただやり過ごす、耐え忍ぶだけのものではなく、新しい“なにか”を生み出すものであると願っ

ている。そして出来れば、その事を後になって気付くのではなく、アンサンブルのようにリアルタイムに感じ

続けていたい。初演に向けて、その想いは強くなるばかりだった。 

 現実世界と同様に「距離」という困難を受け入れることからスタートするこの作品を、音楽として、また緻

密なアンサンブルとして創り上げて下さった稲野さん、すすきださん、久米さんに心より感謝致します。 

 

ブラームス ＝ 小林編(3Perc.) 交響曲第３番ヘ長調 作品 90 より 第３楽章 Poco Allegretto 

 

 マリンバの音色は不思議である。１つ１つの音は、実際には離れているにもかかわらず、互いに両の手を伸

ばしているように感じる。森の木々が、長く複雑に伸ばした根で大地を共有しているようなイメージ…マリン

バの音板が木で出来ていることによる、単純な連想かも知れないが。 

 ビブラフォンの音色は頼もしい。意思を持って、１つ定めた方向に自ら伸び、進んでゆくようである。無意

識に木と比較して、金属という素材が人間のコントロール下にあるものと決めつけているからかも知れない。 

 原曲では主に弦楽器で奏でられる旋律が、今夜は２種類の鍵盤打楽器によって新たな表情を見せてくれま

す（本日、小林のみ新作→編曲作品の順で演奏いたします）。 

 

 

 

小林 弘人（こばやし ひろと） 

東京藝術大学音楽学部作曲科を経て 2000 年同大学院を修了。作曲を佐藤眞、林光の

両氏に師事。1998 年東京国際室内楽作曲コンクール入賞等。在学中より管弦楽、舞

台音楽などの委嘱作曲・編曲を手がける。また、ピアニストとしても自作をはじめ

幅広いジャンルの演奏活動を続けている。 近年では無声映画伴奏者として東京国立

近代美術館フィルムセンターや神保町シアター、東京国際映画祭などに出演。現在、

東京芸術大学、東京音楽大学、洗足学園音楽大学講師。 

 

 

 

 



バルトーク = 和田編(2Perc.) ミクロコスモス 第 6 巻 142. ハエの日記から 

 

 バルトーク (1881-1945) は、ハンガリーの作曲家、ピアノ奏者、民族音楽研究家です。コダーイとともに

ハンガリー各地の農民の民族音楽を収集、研究しました。また、音楽教育にも情熱を注ぎました。全６巻１５

３曲の小品からなるピアノのための練習曲集「ミクロコスモス」は、晩年の傑作です。 

 １４２番「ハエの日記から」は、両手を重ねるようにして右手と左手で近い音を演奏したり、狭い範囲の音

で構成された和音を演奏したり、「密」な音の響きでハエを描写しています。リズムがシャープなところも、

２台のマリンバで演奏するのにぴったりだと思い、選曲しました。 

 今日は、楽器を少し足して演奏します。ハエがどこを飛んでいるのか、ぜひ想像しながらお楽しみ下さい。 

 

和田 恵 Response  － 打楽器が織りなす模様 － 

 

 新型ウィルスの影響で、人と人の物理的距離、心理的距離は不自由なものになっています。 

心理的距離は、場面や状況によって、コミュニケーションを通して繊細に変化していきますが、物理的距離を

とらなくてはならない昨今において、その意味や感じ方が変わってきているように思います。 

 この作品では、物理的距離をとった２人に打楽器奏者が、相手の音、リズムに response （応答、反応、呼

応）しながら様々な心理的距離を表現します。心の機微を表現するのに、複数の楽器を用いた華やかな響きで

はなく、手で打つ太鼓を中心とした素朴な響きにこだわりました。中央の奏者は、２人の打楽器奏者の間に無

関係に存在する音を演奏します。 

 演奏して下さる稲野さんとは、３回目の共演になりますが、今回も楽しいアイデアをたくさん頂きました。

久米さんとは久しぶりの共演になります。息の合ったお２人が繰り広げるコミュニケーションをどうぞお楽

しみ下さい。 

 

 

和田 恵（わだ めぐみ） 

宮崎県出身。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。作曲を、橋本睦生、北村昭、

西岡龍彦、篠原敬介の各氏に師事。2000 年、’13 年に個展を開催。 

’06 年から’11 年まで篠原音楽事務所にて音楽制作に参加。作・編曲活動を精力

的に行なう一方、子どもの創造性、個性を育むことを目的としたオリジナルの

テキスト、レッスンで音楽教育にも強い関心をもって携わる。 

ウェブサイト http://megumiwada.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



ムソルグスキー = 林編(3Fl.) 「展覧会の絵」より「プロムナード」 

 

 抽象画の前に、超有名な展覧会の入り口をお借りして。 

 

林きらら 3 本のフルートのための抽象画 

 

 どの楽器より「息」を感じさせるフルートのみの編成で、敢えて無機質な抽象画を描いてみたかった。 

 折からのコロナ下、ソーシャルディスタンスを逆手に取り、奏者間で音の位置が左右に動くような効果を盛

り込んでいる。 

 

1. 点と線のコンポジション 

 連綿と連なる点が少しずつ動き出し、残像の線を描きながら縦横無尽に遊びまわるイメージ。タイトルの

「コンポジション」は、抽象画の祖カンディンスキーに倣って。 

 

2. カラーフィールド 

 20 世紀半ばのアメリカを中心に広まった「カラーフィールドペインティング」は、ひたすら色彩の面によ

って構成され、意味も重力も持たない「場」を作り出す。これを音で描く試み。 

 

3. モレウ 

 厳しい自然とともに生きるアイヌの衣類や道具類に施される文様は、魔除けの意味をもつという。モレウ

（渦巻き）・アイウシ（棘）・シク（目）などのパーツを組み合せて生まれる文様は、「絵画」ではないが抽象

化されたデザインということで…今に生きる祈りを込めて。 

 

 不自由な日々の中で今日の初演を実現して下さった、明佳さん、安東さん、臼井さん、心よりの感謝と尊敬

を。 

 

 

林きらら（はやし きらら） 

東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。作曲を南弘明、西岡龍彦、林光、篠原敬介の各

氏に師事。委嘱作品や、正進社「コーラスフェスティバル」他教材用楽曲等の作編

曲活動を続ける一方、2006~11 年、篠原音楽事務所にて作曲アシスタントを務め、

映像音楽制作やオーケストレーションなどの経験を積む。近年は CD 制作や Web

コンテンツ BGM 制作など、活躍の場を広げている。また、二胡トリオや室内楽ユ

ニットでピアノと作編曲を担当する他、様々なジャンルの伴奏者としても活動中。

'18 年、Fl.+Pf.デュオ Nature（ナテュール）との共同制作 CD「Four Seasons」

をリリース。’20 年、女声合唱曲集「花に会う旅」（カワイ出版）を出版。 

https://il-fait-beau.com 

 

 

 



M. ラヴェル ＝ 真島編(Pf.) パヴァーヌ 

真島圭 In the World of One Octave 一オクターブの世界で 

 

 

2020 年から 2021 年にかけて、感染症流行によりさまざまな行動が制限されている。閉塞感を伴う反面、それ

までの日常よりも自由な時間が増え、自分の人生や創作について考える時間も多くなった気がする。年齢(49)

もあるのかもしれないが。 

 

ウィルスに感染したため隔離されるといった社会的行動制限と、音楽を狭い音域に閉じこめるとも言える楽

器の限定的用法とが、2020 年夏のある日(JR 武蔵野線の車中で)結びついた。もともと何らかの制約を課して

の曲作りが多いが、直接的ではないにしても、社会的な状況が創作に関係することは自分の作風としては珍し

い。 

 

ピアノの真ん中のドから一オクターブ上のドまで、一オクターブの 13 鍵盤による音楽を考え、昨年夏からそ

の音域による断片を作り始めていた。 

「ラ」と「ソ♯」のトリルによって断片的な音楽が場所と時間を越えて結ばれる。バッハの無伴奏ヴァイオリ

ンのためのパルティータ第一番の「ドゥーブル」を一オクターブ内におさめた引用も、そのトリルと結びつく

形で見え隠れする。 

トリルを介して 11 の断片が現れるが、その順番には必然性はない。どの断片も入れ替わることが可能である。

いわゆる「終わり」によって曲は閉じられておらず、曲は完成していないとも言える。 

 

同じく一オクターブの 13鍵盤のみを用いて、一オクターブの世界ではどのように聴こえるのか、どのように

作り直すことが可能かと考えながら「亡き王女のためのパヴァーヌ」を編曲した。和声や旋律そのものも大き

く変更し、原曲の構成 A-B-A-C-A のうち 「B-A」に当たる部分はカットされている。 

 

一オクターブでも案外色々なことができるのか、やはり一オクターブだと物足りないのか。こじつけのようだ

が、これも社会への問いに置き換えられるかもしれない。 

 

 

真島 圭（ましま けい） 

1972 年生まれ。東京都出身。6 歳よりピアノを始め、小学 5 年から高校 3 年ま

で武蔵野音楽大学附属江古田音楽教室にてピアノ、ソルフェージュ、合唱、打楽

器などを学ぶ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業、同大学院修士課程修了。朝日

作曲賞受賞、現音作曲新人賞入選、奏楽堂日本歌曲コンクール作曲部門第 1 位。

フリーの作・編曲の他、伴奏ピアニストとしても日本声楽家協会、二期会などで

の活動、多くのソリストや合唱団との共演を行っている。ピアノ曲集「ピアノ・

トゥデイ 2003」「やさしいかぜ」「星をめざして」「午後のステップ」「風のアラ

ベスク」「粉雪のファンタジー(すべてカワイ出版刊)に作品収録。また教育活動を

通して作成した聴音、視唱の課題は計 5000 問以上を数える。 

 

 



S・ラフマニノフ ＝ 山口編(Ob.+Pf.) 「カノン」 

 

セルゲイ・ラフマニノフ（1873-1943）はペテルブルク音楽院に奨学金を得て入学したが、12歳のとき全学科

の試験で落第しモスクワ音楽院に転入した。そこで彼はチャイコフスキーらに才能を認められ、ピアノを勉強

するだけではなく、アレンスキー等に師事し作曲を学ぶこととなる（同級にはスクリャービンがいた）。 

1890 年イワノフカで夏の休暇を過ごしたラフマニノフは友人に「アレンスキーのクラスのためにフーガを書

かなければならなかった」と手紙を書いた。それはフーガというよりはカノンであることが判明し、彼の死後

1949 年に『ホ短調のカノン』として出版された。 

ABA三部形式により、前後の Aは 5 度のカノン、中間部の B は 8度のカノンになっている。 

追いかけてもその距離が縮む事はない「カノン」を、コンサート・テーマ「ディスタンス」に掛けて演奏する。 

原曲は恐らくピアノ独奏を想定して書かれているが、今回はオーボエとピアノで演奏できるようにイ短調に

移調し編曲した。 

 

山口 哲人 オーボエ・ソナタ「コスミコミケ」 

  第Ⅰ楽章「月の距離」（約４分） 

  第Ⅱ楽章「終わりのないゲーム」（約５分） 

  第Ⅲ楽章「光と年月」（約４分） 

 

この曲は「まっぷたつの子爵」「木のぼり男爵」等の著作で世界を魅了した現代イタリア文学界の巨匠イタロ・

カルヴィーノの空想科学短編群「レ・コスミコミケ」の中から“距離”を感じさせる三編にインスピレーション

を得て創られた。 

 

月がまだ梯子で登れるくらいの距離にあった頃の切ない恋の話（第Ⅰ楽章「月の距離」）、星雲が互いに遠ざか

ってゆく際宇宙の希薄化を防ぎ密度を安定させるには 40 立方センチメートルあたり二億五千万年ごとに一個

の水素があればよいこと（第Ⅱ楽章「終わりのないゲーム」）、一億光年の距離にある星雲から一本のプラカー

ドが突き出ておりそこには「見タゾ！」と書かれていて二億年前の自分のヒミツの行為が一億年前に覗かれて

いたことを望遠鏡で発見する（第Ⅲ楽章「光と年月」）、等の自由奔放なイマジネーションで書かれた幻想的な

短編には、いつも「そのとき、わしはそこにおったぞ！わしは子供だったけれど…」と口を挟んでくるQfwfq

じいさん（読み方不明、日本ではクフウフクじいさんとでも呼ぶのであろうか）がいて、嘘か誠かわからない

体験談で話を混ぜっ返すが、つい聞き入ってしまう。 

 

各楽章は、一応三部形式やロンド形式の変形といった形を取るが、先の読めない奇想天外な原作ストーリーと

同様に、フレーズが次から次へと変容して、あれよあれよという間に先に進行してしまうように（言い方を変

えると形式的には非常にルーズに）書かれている。 

なお、原作読後の印象を個人的に音にしたものであるので、筋書き通りの描写音楽ではないことをお断りして

おく。 

作曲構造上は、短 2 度・長 2 度・短 3 度・長 3 度・完全 4 度・増 4 度・完全 5 度・・・と次第に互いが離れ

てゆく音程が旋律・和声・各部分の調設定（曖昧であるが）等にも応用されている。 



稲野珠緒 （いなの たまお・パーカッション） 

東京藝術大学卒業。同声会賞受賞。日本管打楽器コンクール 2 位入賞。京都芸術祭にて京都市長賞受

賞。ミュンヘンフィル、ロイヤルストックホルムフィル、サンタチェチーリア国立アカデミー、ＮＨ

Ｋ交響楽団、東京フィル、藝大フィルと共演。東京藝術大学管弦楽研究部を経て、現在アンサンブル

東風メンバー。 

 

すすきだ真樹 （すすきだ まき・パーカッション）  

東京藝術大学卒業後、フリー打楽器奏者としてソロ･室内楽･オーケストラ等で幅広く活動。J.ケージ

氏が京都賞受賞の際、記念ワークショップにて“Music for six”を日本初演。’11 年より東北支援チャリ

ティ･コンサートの企画･演奏の他、東北 3 県と熊本で支援演奏を継続。 

 

久米彩音 （くめ あやね・パーカッション） 

大阪府立夕陽丘高校音楽科、東京藝術大学音楽学部器楽科打楽器専攻卒業。同声会賞受賞。現在はフ

リーランスの打楽器奏者として、オーケストラや吹奏楽、アンサンブルを中心に活動している。

MONET marimba duo、TOYSPARK、Toridori Percussion Duo 各メンバー。 

 

福島明佳 （ふくしま さやか・フルート） 

東京音楽大学フルート科に特待生として入学、卒業。大学推薦により米インディアナ大学に短期留学。

卒業後は、国内外の音楽家と各地で共演を重ね定期的にリサイタルも行う。2008 年より朗読家幸田

弘子氏の舞台音楽を務める。CD『Four Seasons』『Fluctus』を発売中。 

 

安東麻佑子 （あんどう まゆこ・フルート） 

15 歳よりフルートを始める。東京音楽大学を経て、東京音楽大学科目等履修生を修了。これまでにフ

ルートを甲斐雅之、福島明佳、三上明子の各氏に師事。室内楽を工藤重典、中野真理、安原理喜の各

氏に師事。現在は指導を中心とした活動を行い、演奏活動にもあたる。 

 

臼井源太 （うすい げんた・フルート） 

12 歳からフルートを始める。東京音楽大学音楽学部音楽学科卒業。第 34 回かながわ音楽コンクール

特選。第 17 回日本ジュニア管打楽器コンクール高校生の部金賞、その他多数コンクールで受賞。こ

れまでにフルートを後藤菜美、上野由恵、甲斐雅之の各氏に師事。 

 

加藤真奈美 （かとう まなみ・オーボエ） 

上野学園大学卒業。第 84 回読売新人演奏会、第 18 回ヤマハ管楽器新人演奏会に出演。オーボエを杉

本真木、広田智之、南方総子、森枝繭子、三原隆正、ルカ・ヴィニャーリの各氏に師事。現在フリー

ランス奏者として国内プロオーケストラやイタリアのオーケストラの来日公演等で活動している。 

 

深貝理紗子 (ふかがい りさこ・ピアノ） 

東京音楽コンクール第 2 位、フランスピアノコンクール第 1 位、C.カーン国際音楽コンクール第 3 位

ほか。国内外で演奏多数。 東京交響楽団等と共演。パリ・エコール・ノルマル音楽院、パリ・スコラ・

カントルム音楽院首席卒業。横山幸雄、O.ギャルドンの各氏に師事。演奏活動の傍らコンクールの審

査員や後進の育成に携わる。


