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関西現代音楽交流協会（ＫＭＭＡ） 

第 54回現代音楽作品の夕べ 
2017年 11月 18日（土）16:30 開演（16:00開場）トントレフ・ヒコ 

主催：関西現代音楽交流協会(KMMA) 後援：大阪音楽大学 

協力：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54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 前委員長や内藤正彦 前事務局長による組織の

整備、また現在の松浦伸吾 事務局委員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、会員数も飛躍的に増加しまし

た。今後も、現代の音楽文化に影響力のある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 
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プログラム 

 

近藤 浩平 作曲 

先人たちの古い野営地 作品 156a  

ヴァイオリン：大西 秀朋 

 

岡田 正昭 作曲 

岩原陽子の詩による五つの歌曲 

ソプラノ：三品 響子  ピアノ：湯高 美帆 

 

大升 良美  作曲 

 凛 -Rin- 

アルトフルート：大升良美  

 

E.セジョルネ 作曲 

ヴィブラフォン協奏曲 

ヴィブラフォン：野崎 智美  ピアノ：小野 文 

 

＝休憩＝ 

 

熊谷 美紀 作曲   

「海風」～箏独奏のための～  

筝：片岡 リサ 

 

菱田 麻耶  作曲 

Scenery from Tate Modern 

クラリネット：川端 賢一  小鼓：望月 太喜之丞 

 

久保 英子 作曲 

ハバネラとハンガリアンダンス ２    月と太陽 

ピアノ：小笠原 真也 

 

前田 正博 作曲  

サクソフォーン３重奏のための組曲 

  サクソフォンアンサンブル：上方ウィンズサクソフォンアンサンブル 

   A.Sax：前田 幸弘 T.Sax：三村 佳永子 B.Sax：西村 孝司 

 

演奏会終了後にワイン小レセプションがございます 
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曲目解説 ／ プロフィール 

 

 

近藤 浩平 作曲 

 

先人たちの古い野営地 作品 156a  

 

無伴奏ヴァイオリンの為の作品として、アメリカのヴァイオリン奏者、サラー・オフ（Sarah Off）

さんの委嘱で書かれ、2016 年 4 月にアリゾナ州立大学で初演、コロラド州各地で再演されてい

ます。ヴィオラ独奏の編曲版が 2016 年 7 月に木下雄介さんにより日本初演されていますが、ヴ

ァイオリン独奏の原曲版は今回が日本初演となります。 

曲は、４つの楽章からなり、開拓時代の痕跡を残すアリゾナのイメージでもあり、同時に、アメ

リカのネイティブの音楽のようでもあり、あるいはヨーロッパからの移民としてのアメリカの音

楽のようでもあり、同時に、日本の音楽のようでもある音楽です。 

ゆっくりと引き伸ばされた追分系の民謡のような音の持続と合いの手の感覚と、アメリカ音楽の

ノスタルジックな和声感覚の影響が歴史の層のように入り混じっています。 

1.焚き火の痕跡 2.森林軌道の跡  3.古い水車と切株  4.赤い岩 

 

＜作曲：近藤 浩平＞ 

1965 年生まれ。関西学院大学文学部美学科にて音楽学を学ぶ。作曲は独学。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）。「ピアノ協奏曲」、「ギター協奏曲『旅するギター』作品 131」などのオーケストラ作品、

江森國友氏、森永かず子氏の詩による歌曲や、野村誠氏のための鍵盤ハーモニカの為の作品など

がある。左手のピアノのための作品は、智内威雄氏、舘野泉氏のレパートリーとして演奏機会が

多い。智内威雄氏によって委嘱初演された「海辺の雪～震災と津波の犠牲者への追悼 作品 122」

は、舘野泉氏によりベルリン・フィルハーモニーホールにおいても演奏された。「海辺の祈り～

震災と原子炉の犠牲者への追悼 作品 121」は国内外で再演 100 回を越える。 

“持ち運びできる協奏曲”（ポータブル・コンチェルト）のコンセプトで作曲された「ヴァイオリ

ンと打楽器の為の協奏曲 作品 110」はブダペスト祝祭管弦楽団の室内楽コンサートシリーズで

ハンガリー初演された。2016 年にはアリゾナ州にて 5 日間にわたる Kondo Festival が開催され 

作品が集中的に演奏された。日本現代音楽協会、日本作曲家協議会会員。http://koheikondo.com 

 

＜ヴァイオリン：大西 秀朋＞ 

2 歳より才能教育でヴァイオリンを始め、現在神戸を拠点として関西を中心に室内楽・ソロ・ 

オーケストラ客演を中心に活動している。 

大阪モーツァルト・サロンにおいてロマン派を中心に取り上げた企画、作曲家特集シリーズに出

演、又 2010 年より定期的に同サロンにて谷口敦子氏とデュオ・リサイタルを開催する。 

「バッハによるヴァイオリニストへの捧げ物」シリーズを 2015 年完結、 
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ベートーヴェン・ヴァイオリンソナタツィクルスを 2017 年 11 月完結予定である。 

これまで澤和樹、久合田緑、市坪俊彦、森田玲子の各氏らと室内楽で共演。 

佐渡裕率いる兵庫芸術文化センター管弦楽団のアソシエイト・プレーヤー（2007 年 9 月～2008

年 12 月）、コアメンバー(2009 年 1 月～2011 年 8 月)を務めた。 

これまで故中島美子、田渕洋子の各氏にヴァイオリンを師事。 

バルトーク弦楽四重奏団、田崎瑞博氏（古典四重奏団）、ヴォルフガング・ベッチャー氏による

室内楽レッスン、塩川悠子氏、松田洋子氏によるヴァイオリンソロレッスンを受講。 

アンザンブル神戸メンバー、龍谷大学交響楽団弦楽器・ヴァイオリントレーナー。 

 

 

岡田 正昭 作曲 

 

岩原陽子の詩による五つの歌曲 

 

大胆な詩を書く詩人も本質はディテイルに潜んでいる。 

それゆえにわずかな風の揺らぎをも感じとれてしまう。五つの異なった 

素材も作品の底流は詩人の持つ特殊性の表出したものと感じる。 

詩人の岩原陽子さんを紹介します。 

 

岩原陽子（詩人、台本作家）       

岡田正昭、宮中雲子、各氏に師事。 「日本童謡協会」、「日本音楽著作権協会」会員。 

詩作からオペラの台本まで幅広く創作活動を展開している。 

作品の多くは「木曜手帖」より発表、出版されている。 

三木露風賞、柳波賞、受賞。日本歌曲振興コンクール最優秀受賞。 

 

趣の異なった曲を演奏していただく三品響子さん、湯高美帆さんに 

感謝を申しあげます。   

 

＜作曲：岡田 正昭＞ 

大阪音楽大学大学院修了。 

「日本作曲家協議会」「国際芸術協会」「日本童謡協会」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作曲賞、日本歌曲コンクール、東京国際歌

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。 
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＜ソプラノ：三品 響子＞ 

大阪音楽大学短期大学部声楽コースを首席で卒業。声楽を福島慶子氏に、作曲とピアノを岡

田正昭氏に、トロンボーンを岡本哲氏に師事。 

毎年、大阪楽友会に出演し好評を博す。 

今年、日本歌曲を中心としたリサイタルを久保惣ホールにて開催。 

第 52回なにわ芸術祭声楽の部、第 20回波の会日本歌曲コンクール声楽部門入選。 

 

＜ピアノ：湯高 美帆＞ 

大阪音楽大学短期大学部ピアノコースを首席で卒業。 

笹友佳、西本由香の両氏に師事。 

万里の長城杯国際コンクール優秀伴奏者賞受賞。堺ピアノフェスティバルにて 

第１、４、６、７回に優秀賞。 

現在、関西を中心にソロ、伴奏ピアニストとして活躍中。  

 

 

大升 良美  作曲 

 

凛 -Rin- 

 

美術本コーナーで何気なく一冊の本を手に取りました。タイトルは「美しい人-須藤康花、

絵と愛と闘病の軌跡-」。パラパラとページをめくり、須藤康花さんの作品が掲載されていた

ページで手が止まりました。私の心臓の中心に矢が飛んできたような、そんな衝撃を受けま

した。単に「うまい」、「すごい」というような軽い言葉で終わらせることなど決してできな

い、その先にある作者の強い情念のようなものが私の中に入ってきました。そして私の耳に

アルトフルートの音がふわっと聴こえてきた気がしました。そして後日、最後まで読み終え

ました。読み終えた後は言葉が出なかったです。 

３歳に満たない時に難病にかかり、１５歳の時に同じ病で母を亡くし、贖罪の思いで自死し

ようとしたが思い留まり、常に「死」が彼女の心にはありましたが、壮絶な闘病生活の中で

真っ向から「死」に立ち向かい３０歳でこの世を去るまで創作し続けた一生に、「自分は「生」

を全うできているのか」ということをとても強く考えさせられました。自死したいと思う経

験も私にはありません。健康であることも身近な幸せも、当たり前だと思いがちだけれど、

決してそうではない。感謝の気持ちを忘れずに日々懸命に、凛として生きていきたい。 

そのように思う中で心に湧き出た想いを音にして本日は奏でたいと思います。 

 

＜アルトフルート：大升 良美＞ 

愛知県立芸術大学音楽学部器楽科卒業。 

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、井上登紀の各氏に師事。

M.ラリュー、P.アランコ各氏のマスタークラス受講。2009年第 2回 jfosフルートアンサン
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ブルコンクールに於いて最優秀賞受賞。平成 23年度関西現代音楽交流協会演奏賞受賞。2012

年ワルシャワ・フィル・コンサートマスターズと共演。2013年ソロリサイタル開催。演奏

活動もソロ、室内楽、吹奏楽、オーケストラと幅広く活動しており、自身も作曲やアレンジ

を手掛けている。ポエムフルートピアノ音楽教室主宰、奈良県立高円高等学校音楽科、ESA

音楽学院各非常勤講師。関西現代音楽交流協会会員。 

ホームページ https://poem-flute-piano-net.jimdo.com 

 

 

E.セジョルネ 作曲 

 

ヴィブラフォン協奏曲 

 

1999年、ヴィブラフォン国際コンクールの委託により作曲され、ドーヴェルニュ管弦楽団

によって初演された。E.セジョルネはストラスブール国立音楽院でのクラシック音楽(ピア

ノ、ヴァイオリン、音楽史、および楽曲分析)の研究の後、打楽器を学び、ヴィブラフォン

やマリンバといった鍵盤楽器を専門とした演奏者でもある。 

  この作品はヴィブラフォンの教本も著したセジョルネらしく、様々な奏法が用いられてい

る。今回取り上げる第 2楽章は変拍子も交え、オーケストラのエネルギッシュな主題とヴィ

ブラフォンの主題が華やかな作品である。奏法の特徴は、ハーモニスク、押さえつけるよう

な奏法のデッド・ストローク、硬質ゴムで音板を擦って音程を変化させるベンディング奏法

である。エネルギッシュであむたり、時に幻想的、またはスウィングしたりと目まぐるしく

変化していく中に、ヴィブラフォンの持つ特性、魅力がたっぷりと凝縮されている。 

 

＜ヴィブラフォン：野崎 智美＞ 

大阪音楽大学音楽学部器楽学科打楽器専攻卒業。同大学院音楽研究科修士課程修了。 

関西音楽大学協会主催第 31回アンサンブルの夕べ、第 34回姫路市新人演奏会、第 52回な

にわ芸術祭新進音楽家競演会に出演。第 13回ベガ新人演奏会にて優秀演奏賞受賞。第 9回

神戸新人音楽賞コンクールにて優秀賞受賞。 

これまでに松永吉明、北野徹の両氏に師事。 

現在、大阪音楽大学演奏員。加古川音楽家協会、関西現代音楽交流協会、各会員。 

 

＜ピアノ：小野 文＞ 

京都市立音楽高等学校（現 京都市立京都堀川音楽高等学校）を経て、大阪音楽大学ピアノ

専攻を首席で卒業、卒業時に最優秀賞を受賞。在学中、ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽

団と共演。同大学院（修士課程）修了。京都ピアノコンクール 2003Ｃ部門金賞及び京都新

聞社賞、第 9回神戸新人音楽賞コンクール特別賞（優秀共演賞）ほか国内のコンクール、オ

ーディションで受賞。2017年７月、京都文化博物館・別館ホールにてソロリサイタル『J.S.

バッハ ゴルトベルク変奏曲～アリアと 30の楽しみ～』を開催し好評を博す。 
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これまでに菅原ひろみ、石田純子、故 竹内美知子、小出ひろみ、岡原慎也、青柳いづみこ、

樋上由紀の各氏に師事。MusicAlp夏期国際音楽アカデミー（フランス）にてブルーノ・リ

グット氏、京都フランス音楽アカデミーにてジョルジュ・プルーデルマッハ―氏のマスター

クラスを受講。現在、関西を拠点に室内楽奏者としても精力的に活動する。大阪音楽大学付

属音楽院講師、同大学演奏員。Official Blog http://ameblo.jp/onoyeah/ 

 

 

熊谷 美紀 作曲   

 

「海風」～箏独奏のための～  

 

生命は海で誕生し進化を続けてきました。私たち人間の体を構成する主な元素の組成は海水

の組成とよく似ているそうです。世界屈指の美しい沖縄の海、その青く澄んだ海から吹く風

を肌で感じ、波の音を聴いていると、体の中の細胞と共鳴しているかのような感覚を憶え、

懐かしさや安らぎさえ感じます。 

この曲は２つの章から成り、第２章は歌を伴います。片岡リサさんの明るい性格と美しく澄

んだ声をイメージした作品でもあります。 

 

＜作曲：熊谷 美紀＞ 

京都市立芸術大学音楽学部作曲専修卒業。同大学院修士課程修了。故廣瀬量平、北爪道夫、

前田守一、藤島昌壽、故山田光生の各氏に師事。関西を中心に国内外で作品を発表。子ども

のミュージカルや編曲なども手がける。現在、大阪音楽大学教授（ソルフェージュ）。深新

會関西、川西音楽家協会、日本作曲家協議会、関西現代音楽交流協会、２１世紀創作歌曲の

会「まほろば」、日本ソルフェージュ研究協議会各会員。 

 

＜箏：片岡 リサ＞ 

大阪音楽大学卒業。皇太子殿下・秋篠宮殿下御前演奏をはじめ、平成 13 年度文化庁芸術祭新人

賞を史上最年少で受賞。第 21 回出光音楽賞受賞、テレビ朝日「題名のない音楽会」出演。平成

22 年度大阪文化祭賞、平成 23 年度 咲くやこの花賞など多数受賞。オーケストラとの協演や洋

楽器とのアンサンブルを積極的に行うだけでなく、「歌」にも定評があり、伝統音楽の枠を超え

た音楽性が様々なジャンルで高く評価されている。現在、大阪大学大学院文学研究科（音楽学）

博士後期課程在学中。大阪音楽大学、同志社女子大学、兵庫教育大学講師、宮城社師範。 
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菱田 麻耶  作曲 

 

Scenery from Tate Modern 

 

タイトルの「テート・モダン」とは、ロンドンのテムズ川畔にある国立の近現代美術館。元々

発電所であり 99mもある煙突を備えたその建物には世界の先端を行く超モダンなアートが

展示されている。それに対し、テムズ川の向かいでは「聖ポール大聖堂」が近代建築のビル

ディングの中に一際目を引く。「聖ポール大聖堂」は 607年に建設され、現在の建物は 1710

年に完成。チャールズ王太子とダイアナ元妃の結婚式もここで行なわれた。一年のロンドン

留学中にしばしば訪れた「テート・モダン」からの風景は現代に息づく歴史、また確固たる

歴史を経ての Modernを感じさせられた。伝統的な日本の楽器である小鼓による響きと、現

代的な旋律や奏法で奏でられるクラリネットで、歴史ある古いものと新しいものが混在して

いる何とも不思議なその風景を表現したいと思った。 

 

＜作曲：菱田 麻耶＞ 

2013年、大阪音楽大学音楽学部作曲学科作曲専攻を卒業、2015年、同大学院作曲研究室を

修了。同年、第 84回日本音楽コンクール作曲部門にて入選。同年、英国王立音楽院修士課

程作曲専攻に英国王立音楽院より給付奨学金を得て留学。在学中、Alan Bush Music Trust 

Alan Bush Composition Prize 2016 にて第２位。2016年、英国王立音楽院修士課程作曲専

攻を修了。 

第 7回大阪国際音楽コンクール声楽部門にて、アヴニール賞受賞。これまでに作曲を前田克

治、中澤道子、久保洋子、高昌帥、エドモンド・フィニス、オリバー・ナッセン、マイケル・

フィニシー、音楽理論を千原英喜、ピアノを油井美加子、マルティン・ジョスト、声楽を故

角地正純、室内楽をピエール・イヴ・アルトー、ピエール・モンティ、ヴァルター・グリマ

ーの各氏に師事。関西現代音楽交流協会会員。英国王立音楽院日本同窓会会員。 

 

＜クラリネット：川端 賢一＞ 

滋賀県出身。1988年 9月 20日生まれ。京都市立音楽高等学校（現京都市立京都堀川音楽高

等学校）を経て 2011年 3月、京都市立芸術大学音楽学部卒業。卒業と同時に渡独。ハンブ

ルク音楽院にて NDR北ドイツ放送交響楽団首席、ガスパル ブオノマーノ氏に師事。2014年

より Royal Academy of Music (London) 修士課程へアカデミー奨学金を得て入学。日本ク

ラシック音楽コンクール全国大会入選。2011 年第 25 回京都芸術祭において聴衆賞を受賞。

京都フランスアカデミー、浜松国際管楽器アカデミー、草津国際アカデミー、イギリスブリ

テン諸島音楽祭に参加。これまでにクラリネットを京都市交響楽団奏者 海川雅富、京都芸

大では元大阪フィルハーモニー交響楽団首席 朝比奈千足、元ドイツゲルゼンキルヘンフィ

ルハーモニー（ドイツ GEフィルハーモニー）首席の高橋知己氏に、アカデミーにてマーク・

ヴァンデヴィール（フィルハーモニア管弦楽団首席）、ティモシー・ライン（ロンドン交響
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楽団首席）に師事。2016 年 7月、Distinction（成績最優秀賞）を得て首席で卒業、 

現在欧州で活動中。  

 

＜小鼓：望月 太喜之丞＞ 

邦楽打楽器演奏家。小鼓、太鼓など日本の伝統的な打楽器の演奏を専門とし、古典である歌

舞伎音楽を始めとして能楽囃子から現代音楽、ジャズやロックにいたるまで、幅広く演奏活

動を続けています。豊富な海外渡航経験による国際交流や、後進の育成、教育、普及にも力

を入れており、民族音楽としての邦楽と邦楽打楽器の可能性を追及しています。社団法人長

唄協会会員・日本民俗芸能協会会員。 http://www.bekkoame.ne.jp/~takinojo ／ Twitter 

@TAKINOJO  

 

 

久保 英子 作曲 

 

ハバネラとハンガリアンダンス ２ 

 

３楽章制。１、２楽章はハンガリアンで、高音の続くガムラン風な高揚感の裡に１楽章は終

わり、２楽章は悲しみから始まります。次第に高まって、そしてまた元の悲しみに戻ります。 

３楽章はハバネラです。スペインの明るい陽ざしの昼さなか、港のボートが風に乗りゆらゆ

ら揺れている感じをイメージしました。 

 

月と太陽 

 

単一楽章。はじめ静かなコラール風の場面で始まり、そのうち、ギラギラした激しい 

場面に変わります。静かな月と燃えている太陽。これを１つのセットにした３セットの 

曲は、月で始まり太陽で終わります。 

 

＜作曲：久保 英子＞ 

大阪音楽大学短期大学部作曲専攻卒業。作曲グループ『Le Phenix』のメンバーとして 

東京で作品を発表、又、その間、前関西現代音楽交流協会でも作品を発表する。 

その後関西にて個展を開く。 

ピアノ曲を中心に、弦や管のソロ、デュオ、アンサンブル作品などがある。 

関西現代音楽交流協会会員。 

 

＜ピアノ；小笠原 真也＞ 

武蔵野音楽大学を首席で卒業。第５６回読売新人演奏会出演。さらに同大学院を経て、 

ドイツ国立デトモルト北西ドイツ音楽大学に留学。その間、ソロ及び室内楽で数々の 

演奏会に出演。 



１０ 

 

ピアノを故岡野哲也、平野邦夫、故ヤン・ホラーク、F.W.シュヌアー、室内楽を 

故アンリエット・ピュイグ＝ロジェの各氏に師事。 

１９９２年、第６回シューマン・ヤン・チャン国際ピアノコンクール、第１９回 

フィナーレ・リグレ国際コンクールピアノ部門にてディプロマを取得。第８回 

ヴィオッティ・ヴァルセシア国際コンクールピアノ部門及びロマン派作品部門双方に 

おいて第４位受賞（１位なし）。２００７年、第１８回奏楽堂日本歌曲コンクールに 

おいて、優秀共演者賞受賞。 

京都教育大学音楽科教授。奈良教育大学非常勤講師。 

 

 

前田 正博 作曲 

 

サクソフォーン３重奏のための組曲 

    

アルト、テナー、バリトンの３種類のサクソフォーンによる４曲からなる組曲です。whole tone 

scale が全体を支配していますが、全音と半音がいろいろに混合された音階や半音階、また時折

調性のメロディックな部分もあります。 

 

1. Sonata 

alla fanfareという演奏指示が最初にあり、ファンファーレ風のメロディーが提示されま

す。そのファンファーレのリズムが模倣的に発展していき次に３連符によるメロディックな

動機が出てきます。その動機とファンファーレのリズムが合体して曲は進み、次にこれが展

開部に当たるのかも知れませんが、１６分音符による短い動機が交錯して発展していきます。

再びファンファーレと３連符による対位法的な部分が再現され、そこに１６分音符による動

機も加わってきます。最後は１６分音符によるトッカータ風の速い走句で曲は終わります。 

2. Waltz 

３／８拍子で３拍子の各拍がそれぞれのパートに分散されて演奏されます。１６分音符を含

むメロディックな動機は随所に現れますが、果たして主題と言えるのかどうか？このワルツ

は明確な主題の無いワルツだと思ってください。次第に１６分音符による装飾的なメロディ

ーが加わって発展していきます。再び各パートに分散された３拍子のリズムが現れ、最後は

バリトンサックスの下降パッセージによって締めくくられます。 

3. Intermezzo 

牧歌風の静かな雰囲気で始まりますが、突如１６分音符による速い走句が割り込んできます。

静かで穏やかな部分と速いパッセージが交互に現れ、次に全音音階による特徴的なメロディ

ーが各声部、順を追って入ってきます。さらに曲は１６分音符によるカデンツァ風の部分を

疾風し、再び最初のテンポで全音音階の旋律が演奏されます。ただここでもゆっくりではあ

りますが、１６分音符によるパッセージが間に挿入されていきます。最後は PPPで曲が閉じ

ます。 
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4. Rondo 

景気のいい ffで曲は始まります。２／４拍子と３／８拍子の交錯した旋法的な主題が各声

部で奏され、挿入句を挟みながら発展していきます。次にテナーサックスで全音音階の新し

いメロディーが現れます。ここはフンパーディンクの歌劇「ヘンゼルとグレーテル」の第２

幕第１場で歌われるドイツ民謡「こびとが森に立っている」の最初の部分をパロディーした

もので（最近某音楽教室のコマーシャルでも使われていますが・・・）、これがしばらく続

くと始めに出てくる旋法的な主題と合わさって、この民謡のテーマの最初の部分を使った新

しい主題がニ長調で出てきます。調性的な箇所はすぐに全音音階の部分へと移行し、次の舞

踏風なテーマが最初の主題と合わさりながらコーダを経て曲は終わります。 

 

＜作曲：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<Vocalise Ⅰ for Mezzo soprano and 

Piano>、<Vocalise Ⅱ for Mezzo soprano and three Clarinets>、<Duo for Flute and Violin>、

<Duo for Flute and Alto Saxophone>、<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>、<Sonata for Trumpet and Piano>、

<木管５重奏曲>などがある。 

 

＜サクソフォンアンサンブル：上方ウィンズサクソフォンアンサンブル＞ 

プロフェッショナルウィンドオーケストラ「上方ウィンズ」のサクソフォンメンバーにより

結成。上方ウィンズは、音楽監督に秋山紀夫氏、常任指揮者に福本信太郎氏を迎え、関西の

第一線で活躍する若手プレイヤーと、技術的経験豊富なエグゼクティブプレイヤーでメンバ

ーを構成するプロフェッショナルのウインドオーケストラ。2015年 4月にデビューアルバ

ムとなる吹奏楽オリジナル楽曲を収録した CD”粋-Sui-”（高昌帥氏作曲「ウィンド・オー

ケストラの為のマインド・スケープ」、朴守賢氏作曲「ハロルドの摩天楼」収録）をリリー

ス。 

 

＜アルト・サクソフォン：前田 幸弘＞ 

大阪芸術大学演奏学科を首席で卒業。卒業時に学長賞受賞。同校卒業演奏会、東京読売新人

演奏会、関西新人演奏会等多数出演。 

ミ・ベモルサクソフォンアンサンブルのメンバーとして、1997年スペインのヴァレンシア、

2006年スロベニアのリュブリアナ、2015年フランスのストラスブールで開催された、第 11

回、第 14回及び第 17回ワールド・サクソフォン・コングレスにて演奏。その他、上海、カ
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ナダ、ロシア、フランス、マレーシア、香港へ演奏旅行。2001年より計 6 回のソロリサイ

タルを開催するほか、サロンコンサートなどソロ活動にも力を入れている。和楽器オーケス

トラあいおいの西日本ツアーや、神戸室内合奏団のニューイヤーコンサートのゲスト・ソリ

ストとして出演。大阪フィルハーモニー交響楽団など、関西の主要オーケストラに客演奏者

として数多く出演。オーケストラ奏者による吹奏楽団「なにわオーケストラルウインズ」の

バリトンサクソフォン奏者を務める。2006年にサックス、尺八、ピアノによる異色のユニ

ット「Trio Agape」を結成。東京、大阪、名古屋、岡山等全国各地で精力的なライヴ活動を

展開している。2016年に大丸松坂屋百貨店のプライベートブランド「TROJAN」のモデルに

起用される。 

大阪芸術大学非常勤講師、音楽教室ムジークドルフ、アローミュージックスクールで講師を

勤めている。ミ・ベモルサクソフォンアンサンブル、なにわ≪オーケストラル≫ウインズ、

上方ウインズ Trio Agape のメンバーとして活躍中。 

 

＜テナー・サクソフォン：三村 佳永子＞ 

神戸市生まれ。1995年大阪音楽大学音楽学部器楽学科サクソフォン専攻卒業。 

サクソフォンを平田英治、前田昌宏、服部吉之、田中靖人の各氏に師事。 

1991年～2000年ミ・ベモルサクソフォンアンサンブルに所属。同団で 1992 年伊ペサロ、97

年西バレンシアの世界サクソフォン会議に参加。 

2001年神戸市立灘区民ホール(マリーホール)にてソロリサイタルを開催。 

大阪市音楽団、京都市交響楽団等の客演奏者として演奏会・録音に多数参加。 

ウインドアンサンブル奏、上方ウィンズ サクソフォン奏者。 

尼崎市立尼崎双星高等学校音楽類型サクソフォン科講師。 

 

＜バリトン・サクソフォン：西村 孝司＞ 

大阪芸術大学、フランス国立リヨン音楽院卒、サクソフォンを前田昌宏、S.ビションの各氏

に師事。上方ウインズ・オーケストラのメンバー。 

 

【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する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 103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、53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・出演することができます。本会に関心を持

たれた方は、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。 


