
関西現代音楽交流協会（ＫＭＭＡ）

第 50 回現代音楽作品の夕べ

2015 年 10 月 24 日（土）16:30　開演（16:00 開場）トントレフ・ヒコ

ご挨拶

本日は、関西現代音楽交流協会の演奏会「第 50 回現代音楽作品の夕べ」にお越しくださり誠

にありがとうございます。

当協会は、音楽文化の普及と発展に寄与することを目的に 1986 年に設立されました。今年で

創立 28 年を迎えましたが、その活動は必ずしも順調であったわけではありません。2001 年か

らの 4 年間は、出品・出演希望者が少ないために演奏会を開催することができず、また会員数

の減少が続いておりました。しかし、田中邦彦 前々委員長による体制の刷新と、大澤弘之 前

委員長による組織の整備、また内藤正彦 現事務局長をはじめとする役員諸氏の尽力により、当

協会の活動が社会的に一定の評価を受けるようになりました。現在の会員数は、作曲家 48 名、

演奏家 50 名の合計 98 名となり、今後も音楽団体としての積極的な活動を展開する所存です。

本日の演奏会のプログラムは、作曲家と演奏家の会員相互の交流と協力、また会員以外の方々

の暖かい賛助によって構成されています。それぞれの作品と演奏を通じて表現される魅力的な

世界を、最後までお楽しみくだされば幸いです。末筆ながら、本日の演奏会にお越しください

ました皆様の益々のご健勝とご活躍をお祈りいたします。 

関西現代音楽交流協会委員長

永田 孝信

主催：関西現代音楽交流協会 (KMMA)　

後援：日本女性作曲家連盟　大阪音楽大学　大阪音楽大学同窓会《幸楽会》　

大阪成蹊大学　大阪成蹊短期大学　

協力：トントレフ・ヒコ



プログラム

西 大樹　作曲	 	 32 鍵クラヴィアーのための組曲

   1-. " 残響・㈵ " 2-. " 夜半 ( よわ )" 3-. " 小さなロマンス "4-. " 眠れない夜 "
   5-. " 残響・㈼ " 6-. " 月の光 "  7-. " わたしのピアノ " 8-. " 残響・㈽ "
	 	 	
	 	 	 トイピアノ：北原	奈央子

川上 統　作曲	 	 Puma for Euphonium & Piano (2014 小寺香奈委嘱作品 )  

	 	 	 ユーフォニアム：川原	みきお、ピアノ：		瀨崎	紀子

久保 英子　作曲 小舞曲集

	 	 	 ピアノ：園田	文子

朴 守賢　作曲  Stroboscope for Flute solo

	 	 	 フルート：大升	良美

前田 正博　作曲	 Sonata for Trumpet & Piano (2015)

	 	 	 トランペット :	竹森	健二、ピアノ：		森本	ゆり

休憩

三善 有希乃　作曲　 Colors  〜	三つの歌曲 〜　詩：瑞木 よう

	 	 	 ソプラノ：藤田	浩恵、ギター：西里	博喜、ピアノ：三善	有希乃

内藤 正彦　作曲　 哀歌 (dirge)

	 	 	 ピアノ：村上	優

川合 清裕　作曲	 拡散の様相　フルートとヴァイオリンのために

	 	 	 ヴァイオリン：宮田	晴奈、フルート：大升	良美

岡田 正昭　作曲 Wavelet for Saxophone Quartet

	 	 	 クレール・サクソフォンカルテット
	 	 	 Sop 樋田	昌己、Alt	佐藤	宏亮、Ten	辻	絢香、Bar	玉田	敏洋

演奏会終了後にワイン小レセプションがございます

32 鍵クラヴィアーのための組曲 (2007,2015)

おおよそ十年前、カワイ製のおもちゃのピアノを偶然入手しました。秀逸なデザインばかりでなく、音程・音色・タッチ

ともに大変素晴らしく、すっかり気を良くしてこの楽器のための音楽を描きはじめた早々、制作は頓挫しました。

「エクリチュール ( いわゆる " 作曲法 ")」との出会いが遅かった私に、当時未だその力が無かったのです。長年楽器

もろとも押入れの肥となっていましたが、きっかけがあり再び引き出すこととなります。制作の当初は、この 32 鍵

で表出し得る新しい音楽表現について考えることしきりでした。しかし、いざ作業を再開する中で思い出すのは、

この楽器と出会ったときの感動。作品の主眼は次第に、音楽表現よりむしろこの楽器そのものの性質、透明度の高い

音色と正確な音程による「" 調和の度合い " のダイナミクス」、「音色のダイナミクス」、そして「音量のダイナミクス」

をテーマにすることへ、大きく転換していきました。肩の凝らないイージーリスニングの範疇で、かつ必要最小限の

アカデミズムを以って。本作品が ( 私自身にとってそうであったように ) 今後のトイピアノ作品鑑賞・演奏・あるい

は制作への意欲を駆り立てるきっかけとなりますことを。

西 大樹

1983 年、大阪府枚方市に生まれる。関西外国語大学にて民族音楽学を齋藤和枝氏に学んだ後、作曲法を前田克治、

高昌帥の両氏に、ジャズ理論・編曲法を亀田邦宏、井上丹、成瀬秀之の各氏にそれぞれ師事。2009 年「故・森繁久

彌氏を偲ぶ会」式典音楽編曲を担当、ＮＨＫ等各メディアに報じられ話題となる。第 6 回「風雅」に招聘作曲家と

して出演。“We Are Sneaker Ages” 第 29 回・34 回大会予選会選考員。主な作品に「君に朝日が差すとき」( ティーダ

出版 )、レコード作品参加に西浦達雄「はじまりの瞬間 ( とき )」( 阪神コンテンツリンク )、執筆補佐として、齋藤

和枝「北西海岸先住民の文化変容」( 彩流社 ) など。日本音楽生涯学習振興協会指導員、関西現代音楽交流協会作曲

会員。

Puma for Euphonium & Piano (2014)  

2013 年より独 ) Ensemble musikFbrik の留学を終えた小寺香奈女史がリサイタルの為に委嘱し、2014 年 9 月に梅

田にて初演された。 以下川上氏による解説文 ‘’ ユーフォニアムという楽器の事を思い浮かべた時にふと頭によぎっ

た事が「ピューマ」というアメリカ大陸に生息している大きなネコ科の猛獣のようだな、と思いました。このピューマ、

体格が大きいながらライオンなどを含むヒョウ科の仲間ではなく、ヤマネコの仲間に近いという事だそうです。

その唸り声はまさしくヤマネコ以上の猛獣のそれであり、Mountain Lion との異名も持つその生態系の覇者の一種で

す。金メッキまたはラッカー仕様（黄金色）のユーフォニアムの姿との類似性と意外な程の機動力、そして多様な発音の

バリエーション、これらがあまり経過ぎないように一体化する事を念頭において作り始めました。冒頭、岩山のよう

なピアノの音塊から遠くなのか近くなのか判らないところからピューマが不穏な鳴き声をあげていくところから始ま

ります。 ‘’

北原 奈央子／ピアノ

大阪府大阪市生まれ。大阪芸術大学演奏学科ピアノ専攻卒業、同大学卒業演奏会、大学推薦による学外コンサートに

出演。その後渡独し、フランクフルト音楽大学を優秀な成績で修了、ドイツ国家音楽教育家資格を取得する。第 19 回

日本指導者協会ピアノコンサート全国大会努力賞受賞、第 16 回アジア国際文化フェスティバル優秀賞受賞他、多数

のコンクールで入賞。また、第 45 回なにわ芸術祭、江田門下生による秋のコンサートなど国内でのコンサートをは

じめ、韓国、スイス、ベルギー、オーストリア、ドイツで開催された演奏会に出演する。これまでに水井ソナ、斎藤

三紗子、江田縫子、フランツ・フォアラーバーの各氏に師事。



川原 みきお／ユーフォニアム　

パリ高等音楽院 サクソルン・ユーフォニアム科を日本人として初めて首席で卒業。アンテルコントンポランソリスト、

J.McMANAMA、G.BUQUET 両氏のもとで特殊奏法を学ぶ。2000-01 年（財）ヤマハヨーロッパコンクールにて 1 位

受賞。第 6 回ルーマニア国際音楽コンクール管楽器部門にて金管唯一のファイナリストに残り、最高位を得てサントリー

ホールでの入賞者披露演奏会に招かれる。棚田文則作曲 [ エコーイング・ウェーヴ II]、平野達也作曲 [ ロゴグラボス ]

他、現代曲の初演活動を通しレパートリーの拡大に力を注ぐ。

瀨崎 紀子／ピアノ

同志社女子大学音楽学科ピアノ専攻卒業、同大学音楽学会特別専修生修了。パリ・エコールノルマル音楽院ピアノ科

ならびに室内楽科、ヴェルサイユ地方音楽院伴奏科卒業。第 1 回グスタフ・マーラー国際ピアノコンクール第 3 位、

第 4 回堺国際ピアノコンクール第 2 位。在仏中、ヴェルサイユ地方音楽院、ヴィロフレイ市立音楽院において伴奏

ピアニストを務めた。チェコの室内オーケストラと共演、プラハにてラジオ放送に出演。ソロの他、ピアノデュオ、

室内楽などでも多数活動している。

小舞曲集

去年はソナタを書いたのですが、今回は、ガラッとかえて舞曲にしました。マズルカ、マーチ、ワルツ、ポロネーズ、

とヨーロッパの舞曲が続き、5 曲目は、自然と出てきた、それまでとは少しムードが異なる東洋的な曲です。

ソナタはテーマを発展させてゆく事を念頭に置いて作曲しないといけませんが、舞曲はより自然発生的に作れるので、

少し自由に書く事ができたように思います。皆様のお耳にはどのように響くでしょうか。

久保 英子

大阪音楽大学短期大学部作曲専攻卒業。東京にて作曲グループ「Le Phenix」のメンバーとして、又、その間、前関

西現代音楽交流協会でも作品発表。その後関西にて個展を開く。関西現代音楽交流協会会員。

 園田 文子／ピアノ

ドイツ国立フライブルグ音楽大学及び大学院を最優秀賞受賞をもって修了。在独時、エーレンシュテッテン及びオフ

ナディンゲン各教会合唱団の伴奏を担当。第 30 回国際芸術連盟最優秀新人賞、2006 年 Music Center New York 主

催国際ピアノコンクール入賞、2013 年関西現代音楽交流協会演奏賞受賞。カーネギーホール、ダルムシュタット現代

音楽セミナー、イリノイ州立大学等でのコンサート、FM 放送、CD 録音、NHK 番組等に出演する。

これまでに、渡邊康一郎、故Ｔ・ハザイ、Ａ・ラツシンスキの各氏に師事。

現在、高校音楽科ピアノ非常勤講師、コンクール審査員等を務める。

日本演奏連盟、関西現代音楽交流協会、21 世紀創作歌曲の会「まほろば」各会員。

Stroboscope for Flute solo

2004 年作曲。タイトルの通り、ストロボスコープによって残像のように可視化される、 物体の一連の流れにヒント

を得ました。ある短いモチーフが、一定の小節毎に少しずつ姿を 変えて流れていきます。一定に繋げて演奏するこ

とで、モチーフの変遷がまさに ストロボスコープで映し出したように聴いて取れます。丁度真ん中にロングトーン

を挟み、 これを鏡として、モチーフはシンメトリックに元の位置に帰っていきます。 これには「静中動」の精神が

反映されています。

朴守賢 (Soo-Hyun PARK) 

大阪音楽大学作曲専攻出身。作曲を田中邦彦氏に師事。大邱国際現代音楽祭、アジア作曲連盟や 国際現代音楽協会

(ISCM) 音楽祭等に入選。第 7 回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第 1 位、等を受賞。

大升 良美／フルート

愛知県立芸術大学音楽学部器楽科卒業。卒業後は出身地である大阪に戻り、関西を中心に 演奏活動を開始。近年現

代音楽の分野に力を注いでおり、多くの初演作品に携わっている。 '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 23 年度関西現代音楽交流協会演奏賞受賞。'12 年 7 月、ワルシャワフィル・コンサート マスターズと共演。

2013 年リサイタル開催。ランコントルフルートカルテット、 ひまわりくぃんてっと各メンバー。ESA 音楽学院、

奈良県立高円高等学校各非常勤講師。 関西現代音楽交流協会役員。

Sonata for Trumpet & Piano (2015)

前田 正博

大阪音楽大学音楽学部作曲学科（音楽学専攻）を卒業。卒業後より鈴木英明氏に師事。関西現代音楽交流協会、国

際芸術連盟、日本音楽学会西日本支部にそれぞれ所属。1998 年に関西現代音楽交流協会（KMMA）より出た CD に

<5 movements for Quintet> を、2005 年には国際芸術連盟より出た「21 世紀日本歌曲の潮流 Ⅸ」に歌曲「欝わ」を、

2007 年には「21 世紀ピアノ音楽の領域 Ⅵ」に <Piano Sonata No.3> を、また 2010 年には「現代室内楽の諸相 Ⅳ」

に < スケルツォ > をそれぞれ収録。作品には <Duo for Flute and Violin><Horn, Euphonium and Tuba のための組曲

>< 金管４重奏のための組曲 ><Metamorphosis for Clarinet, Trumpet and Marimba><Aubade（サクソフォーン４重

奏のため）>< 金管５重奏のための Rhapsodic dance>、<Sonata for Oboe and Piano> などがある。

川上 統

1979 年目黒生まれ、東京音楽大学音楽学部音楽科卒業、東京音楽大学大学院修了。作曲を湯浅譲二、池辺晋一郎、

細川俊夫、久田典子、山本裕之の各氏に師事。2003 年、第 20 回現音新人作曲賞受賞。2009、2012 年武生国際

音楽祭招待作曲家。2014 年 just composed in Yokohama 委嘱作曲家。また Ensemble contemporary α、ROSCO、

voxhumana、混声合唱団「空」、東京現音計画、next mushuroom promotion、からの委嘱、演奏がなされている。

Tokyo Ensenble Factory ミュージカルアドヴァイザー、Ensemble contemporary α作曲メンバー。



Colors 〜三つの歌曲〜  詩：瑞木 よう

瑞木ようさんの詩集より「花冠」「黄砂の夢」「桜の樹」をギターとピアノ、歌（朗読）でイメージしました。

「花冠」はワルツ風に軽やかな歌で、

「黄砂の夢」は＜動＞のイメージをギターを主にピアノとリズミックに、

「桜の樹」は＜静＞のイメージを４度音程を主に、ある音階を基に展開しています。

竹森 健二／トランペット

京都市立芸術大学卒業。旧東ドイツドレスデン国立音楽大学カール・マリア・フォン・ウェーバーへ留学。ドレスデ

ンフィルハーモニーをはじめ各地での演奏会に客演。在学中より日本テレマンアンサンブルに参加。また、いずみシ

ンフォニエッタ大阪の創設から演奏に参加。レパートリーはバロックから現代まで幅広く初演も多い。1993 年大阪

文化祭賞奨励賞受賞。大阪音楽大学講師。ジャパンブラスコレクション、上方ウィンズトランペット奏者。

森本  ゆり／ピアノ

大阪音楽大学作曲専攻卒業後に渡仏、ピアノをクロード・エルフェ氏に師事。アヴィニヨンでの現代音楽講習会“Centre 

Acanthes” での選抜演奏会に於けるクセナキス作品の演奏は、作曲家自身より高い評価を受け、仏 La Croix 紙で “ 特

筆すべきピアニスト ” と評される。仏レ・ザルク、ヴィルクローズ音楽アカデミー『20 世紀のピアノ音楽』に招聘

される。国内外の作曲家から委嘱を受け、広く活動している。

Next mushroom promotion,Ensemble Kujoyama 各メンバー。

藤田 浩恵／ソプラノ

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。兵庫教育大学大学院修士課程修了。学部在学中、フランス・ポワティエ夏期音

楽大学参加。2006 年 第 7 回大阪国際音楽コンクール声楽部門第 3 位入賞。リサイタル、宗教曲のソリストのほか、

数多くの演奏会に出演。現在、兵庫大学短期大学部兼任講師。関西二期会準会員、日本フォーレ協会、ひょうご日本

歌曲の会、神戸音楽家協会、コンセール C 各会員。女声コーラス「アンジュアン」、「コーロなでしこ」指揮者。

西里 博喜／ギター

キャットミュージックカレッジ音楽学校演奏学科卒業。ギターを松本泰士、住友俊洋、池田剛、古賀和憲の各氏に師

事。関西のライブハウスやレストラン、バー等での演奏。サンバやボサノバ、サルサ等を演奏しコンサートをする。

その後 2008 年バンドＬＡＴＩＤ ’ ＳＩＣ結成。鶴見ギャリー音楽祭グランプリ、浪速音楽祭オーディエンス票 1 位、

ABC 放送新社屋記念『中之島音楽特区』出演。金秀吉監督の映画『回帰線ＺＥＲＯ』の主題歌に楽曲が採用される。

また様々な音楽教室で講師を務め現在は豊中、宝塚、心斎橋に展開している Laid Back Music School のギター科講師。

関西現代音楽演奏科会員。

三善 有希乃／ピアノ

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、門田展弥、田中邦彦の各氏に師事。出版楽譜：ひょうご日本歌曲の会より歌曲「ああ神戸」「夏の丘㈵・㈼」

など他多数を「新しい日本の歌 Vol.1~6」（マザーアース社）に収載。主な作品に「Precious Time」~ ある夜・風景

を変えるんだ・ホントの言葉　for ギター＆サックス＆打楽器＆ピアノ他多数。平成２５年度　関西現代音楽交流協

会作曲賞受賞。現在、新響楽器にてピアノ・エレクトーン・作曲を指導。YAMAHA Jet 講師。ひょうご日本歌曲の会・

日本女性作曲家連盟・関西現代音楽交流協会各会員。

哀歌 (dirge)

題名の dirge とは葬送歌、哀歌、悲歌の意味を持つ言葉です。楽曲は、ほぼ全編に渡り、ドミナントに値する和音に

何らかの欠落があり、また調性を確定するために必要なドミナントからトニックへの進行を避けるように進むため、 

聴き手の皆様には常に落ち着かない、なにか大切なものを失ったかのような印象が感じられるかと思います。

この曲は、今年８月、不慮の事故で亡くなった同僚を悼んで作曲されました。その感情が少しでも伝われば、作曲者

としてこれ以上の喜びはありません。

村上 優／ピアノ

大阪教育大学教育学部教養学科芸術専攻音楽コース卒業後、ハンガリー国立リスト音楽院に留学。第 15 回バルレッ

タ市国際コンクール第 1 位、併せてアジア人最優秀として “ ムジカ・アジア ” 特別賞、バルレッタ市特別賞受賞。

2006 年ブダペスト春の音楽祭に出演。これまでに、ハンガリー国立交響楽団コンサートマスター、ハンガリーオペ

ラ座交響楽団メンバーらと共演。インドネシアのマスタークラスにて指導、国際室内楽フェスティバルに出演。現在

はソロ、 伴奏、室内楽で活動する傍ら、後進の指導および地域の音楽文化振興にあたっている。畿央大学・四天王寺

大学非常勤講師、大谷大学混声合唱団常任ピアニスト、関西現代音楽交流協会会員。

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 22 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。

拡散の様相　フルートとヴァイオリンのために

この作品は、曲名のとおり、私の考える拡散のイメージをフルートとヴァイオリンによって描写したものです。曲は

対照的な性格を持つ２つの要素からなります。これらは多分に抽象的な素材で、モティーフと呼べるほどの明確な形

は持ちません。１つは、( 拡散の安直な表現ではありますが )『微細な粒子が散らばるイメージの音』。もう１つは、『長

い持続音』。こちらは時間の経過とともに変質するという性質を持ちます。これら２つの要素が絡み合い、相互に影

響しあいながら発展し、音楽を形作ります。２つめに挙げた『長い持続音』は１つめの要素と対照的、すなわち、拡

散のイメージに相反するように思われるかもしれませんが、私にとってこれは、常に拡散の兆しを内に秘めているも

のでありま す。ある物事が、違う意味をもつ他の物事を寓喩的に示唆することは、音楽においても当てはまること

なのでしょう。『長い持続音』は常に拡散を指向するのです。

そして、対照的な性格を持つ２つの要素が、実は奥深いところで繋がっていて、相互に影響しあいながら発展する、

という音楽のあり方を呈するこの曲自体が、18 〜 19 世紀頃の、古き良き時代の音楽のアレゴリーである、と言え

るのかもしれません。

川合 清裕

大阪音楽大学音楽学部作曲学科作曲専攻卒業。卒業時に褒賞として優秀賞を授与される。これまでに作曲を高昌帥、

永田孝信の各氏に、ピアノを土井緑氏に師事。第３回洗足現代音楽作曲コンクール B 部門 ( 鍵盤楽器部門 ) 入選、第

８回 JFC 作曲賞コンクール入選。関西現代音楽交流協会会員。

宮田 晴奈／ヴァイオリン

滋賀県出身。5 歳よりヴァイオリンを始める。2013 年度大阪音楽大学管弦楽団コンサートミストレス。2015 年春、

王立ウェールズ音楽演劇大学にて交換留学生として研鑽を積む。2015 年 8 月、びわ湖ホールにてサン・サーンス作

曲ヴァイオリン協奏曲第 3 番を大津ジュニアオーケストラと共演。これまでにヴァイオリンを荒戸雅子、赤松由夏、

久合田緑の各氏に、また室内楽を久合田緑氏に師事。現在、大阪音楽大学大学院 2 回生。



Wavelet For Saxophone Quartet

Wavelet は、さざ波を表す。音の波紋は、お互いがぶつかり合うことで新しい段階に入っていく。

それ自身が知りえない状況の中で融合と乖離を続けていく。事物の存在の様はまさに唯物的なものの、その中で起こ

りうる偶然は時にして観念的なものとしても存在する。音楽の持つ特殊性の問題は、時としてこの偶然性に依拠する

ものかもしれない。

　今回、演奏していただく若い才能のあるグループ「クレール」の皆様に感謝申しあげます。

岡田 正昭

大阪音楽大学大学院作曲科修了「詩と音楽の会」「日本作曲家協議会」「東京国際芸術協会」等会員。

音楽之友社より「岡田正昭歌曲集」他合唱曲など出版。TIAA 全日本作曲家コンクール連続入賞、牧野由多可賞大賞、

洗足現代音楽作曲コンクール、トロンボーンピース・オブ・ザ・イヤー２０１４、日本歌曲コンクール入賞等。

近年、室内オペラシリーズを発表し、演奏、出版を続けている。

クレール・サクソフォンカルテット

Sop 樋田 昌己、Alt 佐藤 宏亮、Ten 辻 絢香、Bar 玉田 敏洋

大阪音楽大学、大阪芸術大学卒業生で結成された、才能ある若いグループです。「澄み切った」と言う名の通りサク

ソフォンの洗練された音楽が混じりあった演奏で評価が高い。現在関西を中心に演奏活動を幅広く展開中。

【関西現代音楽交流協会について】

関西現代音楽交流協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 1986 年に設立されました。

主に関西を音楽活動の中心とした者が会員となっており、現在その数は作曲会員・演奏会員合わせて 98 名です。こ

れまでに作品発表と演奏活動の場である演奏会「現代音楽作品の夕べ」を、48 回主催してきました。

公式ホーム ページ　http://kmma.web.fc2.com/

【会員募集】

関西現代音楽交流協会では、現在作曲会員・演奏会員を募集しています。入会すると本会が主催する演奏会「現代音

楽作品の夕べ」に出品・出展することができます。ご関心のある方は、本演奏会終了後のレセプションにて会員まで

お問い合わせください。


