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関西現代音楽交流協会作曲家会員 出品作品演奏 

 

内藤 正彦 作曲 

日本国歌によるコンポジション第１番 

クラリネット：加藤京子 

三善 有希乃 作曲 

Contradiction ～大地のリズム～ 

マリンバ：岡野享子 ピアノ：三善有希乃 

近藤 浩平 作曲 

夏休みの２重奏 作品 119 

ピアノ：吉野正江 打楽器他：近藤浩平 

 

＝休憩＝ 

 

鈴木 陽子 作曲 

メメローグ～２台のピアノのための 

  ピアノ：中田百合子、夏目有香 

 

関西現代音楽交流協会演奏会員による演奏参加 

フルート：大升良美 

  尹 伊桑 作曲：サロモ、エチュード第 5番 

 

サックス：三柳香織 ピアノ：中田百合子 

  野平一郎 作曲： アラベスクⅢ 

 

       

＊ 演奏会終了後、小レセプションがございます。 



ご挨拶 

 

本日は皆様ご多忙中を、関西現代音楽交流協会主催の第４０回“現代音楽作品の

夕べ”へお運び頂きまして有り難うございます。関西現代音楽交流協会では、毎年２回

の割合で、春と秋とにそれぞれ新作品発表会を開催して参りました。今から２４年前の１９

８６年１１月２０日に第１回新作品発表会が開催されましたが、途中で数年間、やむなく

その活動を中止すると言う一時期がありました。しかし６年前に再開されまして、当初から

数えますと今回は丁度、第４０回の節目に当たる新作品発表会であります。何か特別な

演奏会にしてはと言う話も出ましたが、しかし来年度が創立２５周年に当たりますので、む

しろ記念の演奏会は来年に譲ろうと言う事になりました。是非とも皆様方のご意見もお聞

かせ頂いた上で、記念になる演奏会にしたいと思っております。 

毎回大勢の皆様にご来場頂きまして、また会員作曲家からの意欲的な作品参加と

会員演奏家からの積極的な演奏参加により、それに優秀な演奏家のご協力も得まして、

今回もまた有意義な作品発表会を持つことが出来ました。これも偏に皆様方のご尽力の

賜物と深く感謝致しております。 

 今回は４名の作曲家からの作品出展と ２名の演奏家からの演奏出展により演奏会

が実現しました。いずれの作品もそれぞれ独自の音楽的世界が表現され、変化に富ん

だ内容を持つ作品によりプログラム構成がなされていますので、お聴き頂き少しでもお楽

しみ頂けましたならば誠に幸いに存じます。 

当交流協会では創作活動や演奏活動が今後益々充実した実り多いものになるため

にも、会員一同はそれぞれの立場でより一層の努力をする所存でございます。今後とも皆

様方のご支援とご協力の程を、よろしくお願い致します。 

最後になりましたが、本日このトントレフ・ヒコでの演奏会にご来場頂きました皆様方の

今後の益々のご健勝とご活躍を心よりお祈り致しております。 

 

                              関西現代音楽交流協会委員長 

                                          田中 邦彦   

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～〜～～～～～～～～～～～～ 

【会員募集】 

関西現代音楽交流協会では会員を募集しています。本会は、現代音楽を志す人達の交流の環

を広げ、その活動を活性化することにより、音楽文化の普及と発展に寄与することを目的と

して 1987 年に設立されました。おもな活動内容は演奏会の開催と会員相互の交流です。年

会費は 1,000 円で、会員 1名の推薦があれば、作曲家・演奏家を問わず入会することができ

ます。関心のおありの方は、本演奏会終了後のレセプションで、お気軽にお問い合わせくだ

さい。 

                                             関西現代音楽交流協会 事務局 



関西現代音楽交流協会作曲家会員 出品作品演奏 

曲目解説 ／ 作曲家会員プロフィール 

 

 

作曲：内藤 正彦 NAITO  Masahiko 

 

日本国歌によるコンポジション第１番 

 

クラリネット：加藤京子 

 

この作品は、日本国歌の旋律に含まれる特性と、その再構成による可能性を追求した作品で

す。原曲である国歌の旋律は、単にそのまま演奏されるのではなく、作曲者により５つのモ

ティーフに分解された上で新たに再構成されています。その再構成された旋律が、冒頭に演

奏される旋律です。この主題から、後続の全ての旋律が派生し展開されています。 

このように再構成され、全く別の曲に生まれ変わった後にも残り続ける国歌の旋律が持つ強

いエートスを感じて頂ければ幸いです。 

 

＜作曲者プロフィール  内藤正彦 ＞ 

大阪音楽大学短期大学部専攻科作曲専攻卒業。  

作曲を田中邦彦、景山伸夫、藤島昌壽氏に師事。 

平成二十二年度関西現代音楽交流協会作曲賞受賞。  

関西現代音楽交流協会会員。 

 

＜演奏者プロフィール クラリネット： 加藤京子＞ 

武蔵野音楽大学卒業. 同大学院修了後, ミュンヘン国立音楽大学大学院修了, マイスタ

ーのディプロマを取得. NTT ドコモ奨学金受賞. プラハより CD 発売．国内外で多くの演

奏会に出演しているが, チェコ ZIROVNICI のクラリネットフェスティバル, ミュンヘ

ン大学における招待演奏では好評を得た．ベルリンフィル首席ミュンヘ ン国立音大教授で

あるウルフ・ローデンホイザー氏の東京，浜松，京都でのリサイタルでは共演. 京都市立

堀川音高, 武蔵野音大での公開レッスンでは通訳も務めた. その他主なホールでは, プ

ラハのベルトラムカ, 東京ＦＭ, 東京カザルス, 大谷美術館, 川西カリヨン, フィガロ, 

京都コンサートホール, アルティ, バロックザール等々での室内楽に出演.墨染交響楽団

の立ち上げ演奏会では協奏曲のソリストに選ばれ活動を展開している. リサイタルでは

「音楽の友」に高評が掲載された. 近年では, 大阪音楽大学研究助成を受け 6 人の作曲家

の全作品初演リサイタル「クラリネットとピアノのための響燦」出演,及び CD 制作を行う.

本年 10 月には大阪モーツァルトアンサンブル第 52 回の定期演奏会協奏曲ソリストに選ば

れている. これまでにクラリネットをウルフ・ローデンホイザー,カールマ ン・ベルケッシ

ュ, 山本正治, 黒岩義臣, 柳瀬洋各氏に師事. ピアノを江口洋子氏に師事. 京都音楽家

クラブ会員.関西現代音楽交流協会演奏家会員 



作曲：三善 有希乃 MIYOSHI  Yukino 

 

Contradiction ～大地のリズム～ 

 

マリンバ：岡野享子 ピアノ：三善有希乃 

 

アフリカの大自然の大地の躍動感をマリンバとピアノで表現してみました。この曲をイン

スパイアした原色が綺麗な絵本は「動物裁判～ライオンの仕事～」です。自然界の掟を唱え

た一方、弱肉強食である自然界の Contradiction＝矛盾について、動物達の裁判の様子が描

かれています。そんな動物達の裁判での話し合いを展開部では対位法的にみたてました。 

 

＜作曲者プロフィール 三善有希乃 ＞ 

神戸山手女子高等学校＜音楽科＞作曲専攻を経て、大阪音楽大学作曲学科卒業。 

作曲を中西覚氏、門田展弥氏、田中邦彦氏に師事。 

主な作品に「Note of Leaf forマリンバ＆ピアノ」「愛の普遍性～eternal love 

～forトランペット＆トロンボーン＆ピアノ」 

出版楽譜に歌曲集「新しい日本の歌 １」マザーアース社より青い星・スマイル人 

生・花になる時。 

 

＜演奏者プロフィール マリンバ： 岡野 享子＞ 

大阪音楽大学打楽器専攻卒業。KACC コンサート、日演連推薦ヤマハリサイタル、東京マリ

ンバフェスティバル等出演。88' 04'ソロリサイタル開催。京阪神を中心にサロンコンサー

ト、イベント、新作初演等の演奏活動を続ける。マリンバアンサンブル「カプリス」メンバ

ー。CD「樹々の響き」をリリース。 

日本木琴協会賛助会員。日本打楽器協会会員。トウィンクルマリンバスタジオ主宰。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



作曲：近藤 浩平 KONDO Kohei 

  

夏休みの 2 重奏 作品 119  

 

ピアノ：吉野正江  打楽器他：近藤浩平 

 

短い演奏時間の間に、多彩な音楽的な出来事を、ぎりぎりまで密度をあげて起こそうとす

る現代作品を耳にする機会が多い。非常に優れた現代音楽奏者が奏法、精緻なリズム、音高

の膨大な楽譜の情報を処理して聴きごたえがあるが、膨大な楽譜の情報を抜けなくリアライ

ズする緊張感を伴った音楽になります。しかしながら、もう尐し緩いのんびりした現代音楽

も良いかと思う。絶え間なくタイミングを刻んで測る五線譜ではなく、のんびり、事を運ぶ

音楽というのも楽しい。 

上野の東京文化会館 4階資料室の横の非常に目立たないドアの中に音楽鑑賞室というピ

アノのあるスペースがあります。ここで、しばてつさんという作曲家・即興演奏家が主宰で

「近況」という小さな催しが毎月 1回開かれています。とくに宣伝をすることもなく、メー

ルや伝言だけで、現代音楽、ジャンル分けできないような音楽やパフォーマンスなどで活動

する人達が数人集まっては、1時間ほど近況報告のように集まって演奏やパフォーマンスを

行い、その後、上野駅の食堂か向かいの 1時間ほど軽く飲み食いしながら語る場になってい

ます。私も「近況」で、五線譜ではなく、文章と図解の指示による楽譜による 2作品「仏の

歩み」「暑い夏の思い出」を自作自演で今年初演しています。 

「夏休みの 2重奏」は、五線譜に書かれた楽譜のピアノ演奏と、「仏の歩み」「暑い夏の思

い出」で試みた、五線譜で書かれていないパフォーマンスの流れが混在した 2 重奏です。 

ピアノに様々な準備を施す“プリペアド・ピアノ”というものは、ジョン・ケージが１９

４０年に発明して有名になりましたが、日本の演奏会場のほとんどのピアノでは歓迎されて

いません。そこで、今回の作品では１ヶ所ですが“プリペアド・ピアニスト”にしています。 

プリペアド・ピアニストを弾く人を“プリペアド・ピアニスト”と呼んでいる例は見たこ

とがありますが、そういう意味ではありません。ジョン・ケージがピアノの弦にプリパレー

ションを施してから７０年、今度は、ピアニスト自身にプリパレーションを施してみました。

やってみれば、特別実験的なことではありません。 

今年の夏は暑かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜作曲者プロフィール  近藤浩平＞ 

1965 年兵庫県宝塚市生まれ。関西学院大学文学部美学科にて畑道也氏に音楽学を学ぶ。作

曲は独学。2008 年日本の音楽展・作曲賞入選。2010 年ベルリン・ドイツ・オペラ＜Klang der 

Welt Ostasien（世界の音・東アジア）＞作曲コンクール第 2位（室内楽）。2006年には『ピ

アノ協奏曲』が福村麻矢氏の独奏、パオロ・フェッラーラ氏指揮の関西フィルハーモニー管

弦楽団によって初演された。江森國友氏、森永かず子氏の詩による歌曲や、野村誠氏の委嘱

による鍵盤ハーモニカの為の作品などもある。山や自然に関わる作品が多い。 

作品は日本作曲家協議会、マザーアース、PTNA ミュッセ、リコーダーJP から出版されてい

る。日本現代音楽協会会員、日本作曲家協議会会員。 

http://koheikondo.web.infoseek.co.jp/ 

http://twitter.com/KondoKohei 

ウェブサイトでは、動画や音源、楽譜 PDF などを公開しています。 

 

＜演奏者プロフィール  ピアノ： 吉野正江＞ 

大阪教育大学教養学科芸術専攻音楽コース卒業、同大学院教育学研究科音楽教育専攻器楽専

修修了。在学中より合唱伴奏ピアニストなどとして活躍。コンセール・ヴィヴァン新人オー

ディションに合格。第 17回京都芸術祭デビューコンサートに出演。「絵とピアノのコラボレ

ーション」等をはじめ、施設や喫茶店などで、いろいろな人が参加できて、人の輪が広がる

コンサートを追求中。2009 年 4 月より、シャンソン喫茶ガットネロにて、毎月 1 回「はな

まるコンサート」に出演。中川公志と小原有貴によるヴォーカルユニット、The Phase（ザ・

フェイズ）の専属ピアニスト。作曲とピアノを大藪真紀子、故・田渕英治、各氏に師事。ピ

アノを小武内京子、樋上由紀、志賀美津夫、田中紘二、武田牧子・ヘルムス、田渕千代子の

各氏に師事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



作曲：鈴木 陽子 SUZUKI  Yoko 

メメローグ～２台のピアノのための 

 

第１ピアノ：中田百合子 第２ピアノ：夏目有香 

 

2台のピアノのための『メメローグ』は６つのセクションよりなる。この曲ではそれぞれ

のセクションを二者の対話として構想した。 

 第一セクションでは朝の挨拶として外界との対話、ここでは呼吸を整えること、すなわち、

息を合わすことの表現をめざした。 

 第二セクションでは二者は別々のことをずれて会話するが、だんだん同化してゆく。 

 第三セクションでは話者は挨拶を交わしていると思い込んでいるが、それはモノローグに

すぎない。すなわち異次元の他者、たとえば道祖神との対話。 

 第四セクションでの会話は二者の話す速度の差異のズレによる噛み合ない会話。 

 第五セクションでは架空の対話相手との、年齢、時代、場所など時空を超えた対話であり、

終始、モノローグがつぶやかれる。 

 第六セクションは二者べつべつのモノローグが他者の会話を追いかけて、上昇形と下降形

として表現される。 

「メメ」とはフランス語で祖母への呼びかけの言葉である。「メメローグ」はわたしの造語

であり、「おばあちゃんの語りごと」というような意味である 

 

＜作曲者プロフィール 鈴木陽子＞ 

広島大学文学部フランス文学科ならびに、京都教育大学教育学部情報音楽科卒業。京都市立

芸術大学大学院音楽学専攻中退。パリ・エコール・ノルマル音楽院作曲科にて高等ディプロ

ム取得。愛知県立芸術大学大学院作曲専攻修了。作曲を、故平義久、トリスタン・ミュラー

ユ、金田雄志、北爪道夫、久留智之、近藤譲の各氏に師事。 

2010年 8月、秋吉台現代音楽セミナーにおいてチューバとピアノの曲『ノマドなモナド II』

が演奏される。同年 10 月、京都にてピアノ曲と自作の詩の朗読からなる作品展を開催する。

同時に詩集『金色のねこ』を刊行。 

日本作曲家協議会会員。関西現代音楽交流協会会員。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜演奏者プロフィール  ピアノ： 中田百合子＞ 

大阪音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。フランス国立モンペリエ音楽院マスターコ

ース修了。パリ・エコールノルマル音楽院にて、ピアノと室内楽の高等ディプロムを取得。 

大阪音楽大学卒業演奏会、大学新卒推薦演奏会「フレッシュコンサート」、第７回宝塚ベガ

新人演奏会等に出演。 第 6回 Grand prix national jeunes talents(仏)に於いて、審査員

満場一致グランプリ獲得。同年、アマデウス音楽院に招聘され、モンロン・レ・バン市にて

リサイタル開催。 

第 10 回ロヴェーレ・ドーロ国際コンクール(伊)ピアノソリスト部門第４位、第８回フラン

ス音楽コンクール優秀賞受賞。 

00 年、手塚幸紀指揮オペラハウス管弦楽団、06 年、金洪才指揮アルカディア室内管弦楽団

と共演。 

これまでに、ピアノを福井達子、中尾園子、永井譲、井沢利、パトリック・ジグマノフスキ

ー、ベンジャミン・カプラン、室内楽をマーク・デセニエ、シャンタル・ドビュッシーの各

氏に師事。 

関西を中心に、各地でリサイタルやジョイントコンサート、また伴奏、室内楽の分野で活動

する傍ら、後進の指導にもあたっている。 

全日本演奏家協会、東京国際芸術協会、関西現代音楽交流協会各会員。新響楽器ピアノ科講

師。 

 

＜演奏者プロフィール  ピアノ：  夏目有香＞ 

大阪音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。卒業後、渡仏。パリ・エコール・ノルマル

音楽院にて、フランソワーズ・ティナ氏のもとで研鑽を積む。ディプロム取得。 

第１６回 ABCオーディションに合格。ザ・シンフォニーホールにて新人演奏会に出演。 

演奏会、講習会等の伴奏を多数手がける。また、コンピュータや絵画とのコラボレーション

演奏会や教育機関や公共施設での子供向けの絵本コンサート等、関西を中心に活動中。 

中、高等学校、専門学校の講師を経て現在、後進の指導にあたっている。 

ピアノを山下泰夫、阿部裕之、青柳いづみこ、フランソワーズ・ティナの各氏に師事。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



関西現代音楽交流協会演奏会員による演奏参加 

曲目解説 ／ 演奏家会員プロフィール 

 

 

作曲：尹 伊桑 Isang Yun 

 

サロモ～アルトフルートのための～ 

エチュード第 5番～ソロ・フルートのための～ 

 

フルート：大升良美 

 

ユン・イサン（尹伊桑）（1917～95）は 20 世紀を代表する韓国の作曲家です。 

1933年から 44年に韓国と日本で音楽を学び、第二次世界大戦後は戦争孤児の為の孤児院を

設立、1953 年からはソウル国立大で教鞭をとり、音楽の最終研鑽のためパリ国立高等音楽

院を経てベルリン芸術大に入学しましたが、1967年から 1969 年まで韓国秘密警察により拉

致され、本国に送還、拷問の末死刑宣告されるもストラヴィンスキー、カラヤンら世界のお

よそ 200 人の著名音楽家による嘆願書により西ベルリンに帰還するという苦難の時代もあ

りました。 

このような壮絶な人生を送った彼の作品には自らの時代経験が刻印されており、その音楽に

は暗闇をさすらう苦悩とユートピアを夢見る輝かしい力があります。韓国ではピリやテピョ

ンソで代表されるオーボエ系の木管楽器とともにフルート系の楽器も宮廷音楽、民族音楽の

両方できわめて重要な役割を演じます。ユン自身自分の作品を「精神的には東アジアの源泉

に立って、朝鮮の音のイメージを西洋現代の作曲技法の助けを借りて音楽化したもの」と呼

んでいるように、彼のフルート音楽は最も彼の音楽理念を自然に表現している作品群です。

サロモ（1976）は彼のカンタータ曲”賢者”（旧約ソロモン賢者の伝道者）の中のアルトフ

ルートの部分をすこし拡大して作曲されました。「賢者」とはすべて良心ある知的批判者を

代表し、戦争と自然破壊に盲目的になっている政治には賢者の声が聞こえない、良心の声は

孤独であるという意味での音楽表現です。曲は一つの円形を形造り、頂点で孤独な聲（こえ）

は力一杯絶叫し、それ以上続かない限界点で下降していく。 

エチュード（1974）はタイトルの通り教材としての意図も含まれています。全部で５曲あり、

各曲はそれぞれ独自の構造と性格をもっており、表情豊かな内容は西アジアの神話に基づく

想像的な宇宙を示唆しています。今回演奏するのは第５曲目の「アレグレット」。二重トレ

モロ、4分音など、多彩な特殊奏法が使われています。 

 

 

 

 

 

 



＜演奏者プロフィール  フルート 大升良美＞ 

愛知県立芸術大学音楽学部器楽科卒業。名古屋笛の会主催新人演奏会、コン・アニマ主催 

新人演奏会、定期演奏会に出演。M.ラリュー、P.アランコ各氏のマスタークラス受講。 

フルートを保坂真弓、榎田雅祥、長山慶子、寺本義明、伊藤公一の各氏に師事。 

06 年、07年中部日本吹奏楽コンクール滋賀県大会に於いて審査員を務める。 

09 年第二回 jfos フルートアンサンブルコンクールに於いて優秀賞受賞。 

平成 22年度かんでんふれあいコンサートのオーディションに合格し、来年３月出演予定。 

自身が主催する音楽教室の他に、中学校、高等学校、音楽教室において後進の指導にもあた

っている。トリオ”霧生”、ランコントルフルートカルテットメンバー。日本フルート協会、

関西現代音楽交流協会各会員。 

 

 

 

 

 

 

 

 

作曲： 野平一郎 NODAIRA Ichiro 

 

  アラベスクⅢ 

 

 サックス：三柳香織 ピアノ：中田百合子 

 

作曲者自身によるコメントを引用させて頂きます。  

 「この曲は＜アラベスク＞という題名がつけられた一連の作品の内の一曲であるが、この

シリーズに於いて、私は、人間の聴覚の分析能力に関する探求をしてみたかったのだ。この

第３番では、この探求は、サキソフォーンによる重音奏法や他の特殊奏法、ピアノの第３ペ

ダルの使用が招来する不均質な共鳴が、その函数として説定されている。一方で、非常に複

雑で一聴しただけでは分析できないような素材から単純な構造を、他方では単純に知覚でき

る素材から出発して、出来うる限り不確定で複雑な構造を創り出したかった。そして、この

二つの動きが交叉する領域の探求をしたかったのだ。私は楽音から騒音へ（例えば、サクソ

フォーンのキイの音や息の音、ピアノの絃の響きを止めた音等）という巾広い階梯を使用し

たが、これは、この二つの楽器が、一つの音響体のごとくに響くことを希ったからなのであ

る。」１９８２年１０月２４日 野平 一郎 

 

 

 

 



＜演奏者プロフィール  サックス 三柳香織＞ 

県立神戸高等学校卒業。大阪音楽大学音楽学部器楽学科卒業後、渡仏。ナンテール市立音楽

院、フランス国立セルジー・ポントワーズ音楽院 にてサクソフォンと室内楽を学ぶ。 

在学中及び仏滞在中に各地でソロ及びアンサンブルで演奏活動を行う。ギャップ夏期サクソ

フォンアカデミー、ハバネラサクソフォンカルテット夏期アカデミーにおいて推薦コンサー

トに出演。帰国後、現在音楽教室のサクソフォン講師として後進の指導にあたる傍ら、吹奏

楽の指導及び吹奏楽団の指揮、アートとのコラボレーションや市民オーケストラのエキスト

ラ等 演奏活動をジャンルにこだわらず展開中。 

サクソフォンを篠原康浩、大和田雅洋、小村由美子、クリストフ・ボワダン、ジャン＝イヴ・

フルモーの各氏に、室内楽を飯守伸二、マリリーズ・フルモーの各氏に師事。 

 

＜演奏者プロフィール  ピアノ 中田百合子＞ 

大阪音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。フランス国立モンペリエ音楽院マスターコ

ース修了。 

パリ・エコールノルマル音楽院にて、ピアノと室内楽の高等ディプロムを取得。 

大阪音楽大学卒業演奏会、大学新卒推薦演奏会「フレッシュコンサート」、第７回宝塚ベガ

新人演奏会等に出演。 第 6回 Grand prix national jeunes talents(仏)に於いて、審査員

満場一致グランプリ獲得。同年、アマデウス音楽院に招聘され、モンロン・レ・バン市にて

リサイタル開催。第 10 回ロヴェーレ・ドーロ国際コンクール(伊)ピアノソリスト部門第４

位、第８回フランス音楽コンクール優秀賞受賞。00 年、手塚幸紀指揮オペラハウス管弦楽

団、06 年、金洪才指揮アルカディア室内管弦楽団と共演。 

これまでに、ピアノを福井達子、中尾園子、永井譲、井沢利、パトリック・ジグマノフスキ

ー、ベンジャミン・カプラン、室内楽をマーク・デセニエ、シャンタル・ドビュッシーの各

氏に師事。関西を中心に、各地でリサイタルやジョイントコンサート、また伴奏、室内楽の

分野で活動する傍ら、後進の指導にもあたっている。全日本演奏家協会、東京国際芸術協会、

関西現代音楽交流協会各会員。新響楽器ピアノ科講師。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


