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ご挨拶
會田 瑞樹

初めて自作曲が初演されたのは 2003 年のことでした。
当時中学 3 年生だった僕は、高校受験のために部活動をすでに引退しており、特に

勉強に注力しなければならない時期でした。そんな折、打楽器パートの後輩と帰り道が一
緒になった日のこと、「先輩と一緒にアンサンブルコンテストで演奏したかったです。」とい
う言葉を真に受けて、その日から勉強を装っていそいそと五線紙に音を書き並べていきま
した。パート譜まで作成して後輩に手渡したのが《星の流れは大地を目指す》という打楽器
四重奏の作品。今でこそ打楽器アンサンブルの作品は数え切れませんが、当時は初心者へ
の楽曲が少なかったこともあり、後輩たちの腕前やセンスを思い浮かべながら譜面を書いた
記憶は今も鮮明に覚えています。
　当時の顧問の先生が寛大だったこともあり、演奏の許可がおりて何度かリハーサルにも
立ち会い、会場で手に汗握りながら初演されたときの興奮は、演奏とは異なる音楽との向
き合い方を初めて知ったように思えました。
　高校入学後も中学時代の顧問の先生はその後二度にわたって作曲を依頼してくださり
2004 年《失われた記憶を求めて》2005 年《涙の回廊》と立て続けに打楽器アンサンブ
ルの楽曲を発表しました。ですが、2005 年に聴き終えた時、途方もない自分の無力さを
感じたのでした。今にして思えば、高校二年生という、人生でもっとも混迷状態の自分そ
のものを投影した音楽を生み出してしまったのでした。「今はまだその時ではないのかもし
れない。」その日から人前で作品を発表することを慎むようになりました。
　以後 13 年にわたって、人前で楽曲を発表することはありませんでした。スケッチや、編
曲は時 こ々なしつつ、自作というものからは距離を置いて演奏の稽古に集中する日々が続
きました。
　けれども、大学時代には韓国からの留学生パクさんとサシで飲んでいた時に「アイタさん、
あなたは作曲をするべきだ。」と真剣な眼差しで話してくれたこと。今は亡き末吉保雄先生
との酒席の折にぼそりと、「そのうちあなたも、描きたくなるでしょう。」と意味深な言葉を
僕に投げかけてこられました。
　最大の転機は 2018 年。インドネシアの音楽家であるウェリさん、ギギー、アリエフのト
リオとの出会いでした。彼らの自由闊達な音楽との向き合い方を目の当たりにした時、肩の
力がすっと抜けたような気がしました。自分の音楽にもっと柔軟に向き合ってもいいのかも
しれない。そんな思いで作曲した《Kampai-Divertimento》はインドネシアで世界初演
され、その時の大きな反響に、「自分は音楽を続けても良いのかもしれない。」そんな勇気
をいただいたような気がしました。
　以来、折に触れては作品を図 し々く発表するようになりました。僕は独学であり、今後も



作曲を誰かに習おうとは思いません。けれども、これまで初演した 300 曲以上の楽曲が
僕の作曲の師匠であると思っています。
　そして、現場で発表し続けることは、僕の座右の銘である徒然草 150 段「能をつかんと
する人」への強い共感から、今後も多くの作曲を手掛け、お客様や奏者の皆様からの忌
憚のないご意見を賜り、一層精進する覚悟です。
　本日はご来場賜り、誠に有難うございました。
　
　いまだ堅

け ん ご

固かたほなるより、上手の中にまじりて、毀
そし

り笑はるるにも恥ぢず、つれなく過
ぎて嗜む人、天性その骨

こつ

なけれども、道になづまず、みだりにせずして年を送れば、堪
かんのう

能
の嗜まざるよりは、終

つい

に上手の位にいたり、徳たけ、人に許されて、双
ならび

なき名を得る事なり。
（吉田兼好 / 徒然草第 150 段「能をつかんとする人」より）

Program

●第一部  with…そのあとへ君の名を。
《Chocolate Martini for OneManBand》（2022/世界初演）

ヴィブラフォン & パーカッションソロ：會田瑞樹
演奏時間：2分

《ISO のための組曲　〜トランペットとヴィブラフォンのために〜》（2019/2022）
トランペット：曽我部清典　ヴィブラフォン：會田瑞樹

演奏時間：8分

《賽 〜エレキベースとヴィブラフォンのための〜》（2019）
エレキベース：佐藤洋嗣　ヴィブラフォン：會田瑞樹

演奏時間：4分

《Kampai-Diveritimento for Koto and Vibraphone》（2018）
十三絃箏：山水美樹　ヴィブラフォン：會田瑞樹

演奏時間：4分

《Welly for Gender and Vibraphone》（2018/2020）
グンデル：谷口かんな　ヴィブラフォン：會田瑞樹

演奏時間：7分



《雨の降る前に…  二人の奏者と一台のヴィブラフォンのために》（2021）
ヴィブラフォン：谷口かんな / 會田瑞樹

演奏時間：7分

《踊れ、赤い靴》（2020）
ヴィブラフォン独奏：會田瑞樹

演奏時間：7分

—休憩—

●第二部  音楽と言葉の出会い
《マリンバ・ファナティコ》（2021）

マリンバ独奏：會田瑞樹
演奏時間：7分

《星への航海のための前奏曲  ピアノのために》（2021）
ピアノ独奏：清水友美
演奏時間：7分

 音楽絵本組曲《ヨビボエン》（2019）
打楽器：谷口かんな　語りと歌：佐原詩音

演奏時間：12分

《Yo-vivo-en go to NewYork for Clarinet and Vibraphone》（2020）
クラリネット：西村薫　ヴィブラフォン：會田瑞樹

演奏時間：4分

《あれから小町 独唱、ヴィブラフォン、打楽器とコントラバスによる情念の変容》（2021/世界初演）
独唱：松平敬　コントラバス：佐藤洋嗣　打楽器：谷口かんな　ヴィブラフォン：會田瑞樹

指揮：新田ユリ
演奏時間：13分

《Exit for Ensemble and Audience》（2022/ 世界初演）
演奏終了予定時刻：21時



Program Note

●第一部  with…そのあとへ君の名を。

《Chocolate Martini for OneManBand》（2022/世界初演）
▶︎ヴィブラフォン & パーカッションソロ：會田瑞樹
　本日の公演のために 2022 年 1 月1日、書き初めのように二時間ほどで作曲。ヴィブラフォ
ンと太鼓を縦横無尽に飛び交うライオネル・ハンプトンのプレイに触発された楽曲。奇しくも本
日バレンタインデー。チョコレートの可愛く甘く、ほろ苦いイメージを音に乗せて表現したい。

《ISO のための組曲　〜トランペットとヴィブラフォンのために〜》（2019/2022）
Ⅰ. ISOのテーマ
Ⅱ. 情動曲
Ⅲ. 紫の煙
Ⅳ. 幻灯（世界初演）
▶︎トランペット：曽我部清典　ヴィブラフォン：會田瑞樹
　曽我部清典さんとのデュオ「ISO」は結成以来 4 度の自主公演、長野県安曇野市での千田
泰弘氏個展での招待演奏などを手掛けてきた。前半 3 曲は 2019 年に初演。《ISO のテーマ》
はいかにもトランペットらしいファンファーレにヴィブラフォンが茶化すように合いの手を加えるコ
ミカルな小品。《情動曲》は美術家である千田泰弘さんの作品に触発されて、光の干渉を音の
速度で表現することを試みた。《紫の煙》はエディット・ピアフの時代を思わせる退廃的な音色
を両楽器で再現。今回久しぶりの再会にあたって作曲した《幻灯》は在りし日の思い出がスラ
イドで映写されているかのような儚さをテーマとした。

《賽 〜エレキベースとヴィブラフォンのための〜》（2019）
▶︎エレキベース：佐藤洋嗣　ヴィブラフォン：會田瑞樹
　2019 年、佐藤洋嗣さんとのデュオ公演のために作曲。憧れのジャズの楽曲のリズムを引用し
て「徹底的にクールに」「賽は投げられたという言葉を思わせるような緊張感」を目指して作曲し
てみたものの、立ち上がってきたのは予想以上にコミカルでチープな世界観。でも、これこそ
僕の思う「かっこよさ」でもある。

《Kampai-Diveritimento for Koto and Vibraphone》（2018）
▶︎十三絃箏：山水美樹　ヴィブラフォン：會田瑞樹
　インドネシアでの公演のために作曲。初演は金子展寛氏と行い、2020 年のクリスマス公演
では山水美樹さんと再演を行なった。インドネシアのポップソング「ダンドゥット」のリズムを取
り入れて日本的な旋律を最後に炸裂させて両国の親善ともなるように心がけた。箏とヴィブラ
フォンの音色の相性にも着目しながらの作曲であった。



《Welly for Gender and Vibraphone》（2018/2020）
▶︎グンデル：谷口かんな　ヴィブラフォン：會田瑞樹
　第一楽章は 2018 年にインドネシアのガムラン奏者であるウェリさんとの共演のために作曲。
再会を約束して 2020 年東京オペラシティB → C 公演のために第二楽章、第三楽章を作曲し
て彼の到着を待ったのだが、社会状況は一変した。そんな中でウェリさんのもとに新たな命が
舞い降りた。混迷の中で、一筋の光を見たような気がした。少し経ったある朝のこと、耳の奥
から絶えず旋律が和声とともに鳴り響き続けた、直ちに楽譜に書きつけたのが現在の第三楽章

「Anakuに捧げる子守唄」となった。2020 年11月に東京オペラシティリサイタルホールで初演。
その後 NHK-FM 現代の音楽でも放送された思い出深い一曲。

《雨の降る前に…  二人の奏者と一台のヴィブラフォンのために》（2021）
▶︎ヴィブラフォン：谷口かんな / 會田瑞樹
　2021 年、谷口かんなさんが主宰する打楽器アンサンブルグループ「さいさい」公演のために
作曲。武満徹作曲《雨の樹》への前奏曲として音を紡いだ。
　この作品を作曲している最中は終始雨が降り続き、初演の折は京都の歴史に残るほどの豪
雨に見舞われた。今もこの作品を演奏するたびに、長年悩まされている雨の日の偏頭痛を感じ
てしまうほどである。

うぁーん　ぱちっ　ごわごわ
水分量多めの空気は息苦しくもどかしくて
かしゃん　ぱらばらばら　くるぐるぐる
少しずつ息ができる、その時を待つ
水をください。この酔いが、ほんの少し醒めるまで。
雨の降る前に思い起こしておきたいこと。
武満徹作曲《雨の樹》へのささやかなプレリュードとして。

《踊れ、赤い靴》（2020）
▶︎ヴィブラフォン独奏：會田瑞樹
　佐藤晴睦さんのリサイタルのために作曲。常々、本居長世の童謡《あかいくつ》の儚さに心
惹かれていた。そこにヴィヴァルディの《ラ・フォリア》が遭遇。横浜に生きた「ハマのメリーさん」
の道行がそこに重なり、アンデルセンの赤い靴の物語のように永遠に踊り続ける旋律の回転を
描く。



●第二部  音楽と言葉の出会い

《マリンバ・ファナティコ》（2021）
▶︎マリンバ独奏：會田瑞樹
　「マリンバ・ファナティコ…木琴狂信者」とも言える本作品はひたすら熱狂的に奏で続けるこ
とを念頭に作曲した。左右は硬さの異なるマレットを持ち、音域が拡大し続けるマリンバへのア
ンチテーゼを込めてコンパクトな A-C の音域を指定し、高音域にこそ、この楽器の魅力がある
ことを示したかった。リズムの変容、浮遊感のあるコラールののち、「プロセッション」と銘打っ
た第 3 部はインドネシアでの思い出が込められている。

《星への航海のための前奏曲  ピアノのために》（2021）
▶︎ピアノ独奏：清水友美
　湘南クラシック音楽を愛する会を主宰する藤本辰也さんからの「星の王子さまをテーマに、
声を伴ったピアノ独奏曲」というオーダーに応えた。優しい語り口ながら読むものの心に感傷
を残す物語のための前奏曲。奏者はこの物語に意味深長に用いられるフランス語の一節を時
折呟きながら、物語の始まりの場所へと聞き手を誘う。用いたフランス語は次の通り。

「旅。しかしあなたは日が沈むまで待たなければならない。きのこ。それは不思議なところ、
涙の国というのは。さようなら。本当に大切なものは目にはみえない。さあ、もう言うことはない。」
藤本辰也さん、清水友美さんに捧げる。

音楽絵本組曲《ヨビボエン》（2019） 絵と文：きむらめぐみ
▶︎打楽器：谷口かんな　語りと歌：佐原詩音
　2019 年、神保町ブックハウスカフェでの公演のためにきむらめぐみさんの絵、佐原詩音さん
の文、そして小生の作曲による音楽絵本「ヨビボエンのなつ」を制作。ヨビボエンの物語をさ
らに紹介したいという思いからきむらさんの原作絵本「しろいやつがやってきた！」「えんそく」
に作曲を手掛けた。その当時第 10 回 JFC 作曲賞が「こえのいま」をテーマに作品を募集して
おり、締め切り直前に提出。本選への選出に驚きを隠せなかった。その時の経験は今でも大
切な糧となっている。

《Yo-vivo-en go to NewYork for Clarinet and Vibraphone》（2020）
▶︎クラリネット：西村薫　ヴィブラフォン：會田瑞樹
　2020 年 1 月、トーマス・ピアシーとのリサイタルのために作曲。前出のヨビボエンのテーマ
を拡張してコミカルな姿が浮かび上がるように心がけた。もしもヨビボエンがニューヨークに行っ
たなら、という想像上の珍道中を音楽で表現している。



《あれから小町 独唱、ヴィブラフォン、打楽器とコントラバスによる情念の変容》（2021/世界初演）
▶︎独唱：松平敬  コントラバス：佐藤洋嗣  打楽器：谷口かんな  ヴィブラフォン：會田瑞樹  指揮：新田ユリ
　平安時代にその美貌で一世を風靡していたとされる小野小町。そのミステリアスな存在は様々
な芸術作品に影響を与えてきた。彼女の遺した短歌の赤裸 な々情念、抗うことのできない「老い」
への率直な感情は今なおギラギラと私たちに問いかける。本作品では小野小町自身の短歌、江
戸時代に書かれた小町の老いをテーマにした「関寺小町」、現代小町娘の悲哀、以上三つの時
代の情念の変容を描くことを試みた。第一部はグリッサンドを中心とした唸りの表出。第二部は軽
妙洒脱な言葉遊び。第三部は感情を露わにしながらもどこか機械的な様相を帯びる。情念の本
質は 1000 年の時を超えてもなお、変わることなく蠢き続けることを音楽に託した。

Ⅰ  百人一首第９番　小野小町
花の色は　うつりにけりな　いたづらに

わが身世にふる　ながめせしまに

Ⅱ  関寺小町（1809 年初演 / 義太夫節「花競四季寿」より）
身は浮き草を誘う水水なきこそ悲しかりけれ、

今は民間賤の女にさへきたなまれ、

諸人に恥をさらしうれしからぬ月日身に積もつて、

百歳の姥となりて候。

誰かは我を、留むらん。

この関寺の草の戸を、明け暮れ昔恋しやと、思ひしこともまた昔となる、

百歳の姥が身の恥づかしやとて市女笠、覆ふ日影や呉竹の杖に縋りて

よろよろよろと、立ち出で見れば逢坂の関の清水に影うつる。

老いの姿の

アアアア恥づかしや。

かの深草の少将の雨の降る夜も降らぬ夜も、風の吹く夜も、吹かぬ夜も、

思ひに消えしその報ひ、哀れげに古へは花の姿といはれしも、

いつの間にかは衰へて、盛者必衰の理はただ目の前と恐ろしや。

因果は廻り車の榻に百夜通へど空言を誠と思ひつもりしは、

ざいしょうの山高く、生死の海深きその怨念の添ふやらん。

かようにものに狂ふぞや。

うつろふものは世の中の人の心の花や見る。

よその見る目はナ、恋すりゃ床し。

いとし可愛ゆさがそれが真実ならば、

そこのナ、なんなん情けのそれが誠か、

てんと誓文二世三世うれしえ、ほんにほんにえ、

憂きが中にも楽しみそこのナ、

なんなん情けのそれが誠か、

てんと誓文二世三世うれしえ、ほんにほんにえ、

憂きが中にも楽しみ。

心づいて身繕ひ、いざやと立って関寺の柴の庵に帰りけりけり。



Ⅲ  あれから小町（作曲者による作詞）
あーし今はすっかり枯れちゃってサ、

まあ、いろいろさらしてきたじゃん？まあ、いい年になっちゃったからサ。

あーしのこと、みんなわすれちゃったっしょ？

時々通知とかマッチとかしてないかなってスマホ見てもサ、

なんもきてない、あんときサ、うざいくらい来てたじゃん？

でもなんかはずいよね、あーし。こんなこと言っちゃってサ。

最近婚活も行ってんよ、これでもまだイケるじゃんって。

え？

Tik-Tokなんて恥ずいもんできるわけないじゃん。

いやになっちゃって、

帰りみちのあーしの顔なんてもう、

アアアア恥づかしや。

あーしだって前みたいにピチピチキラキラじゃないのくらいみとめるけどサ、

じゃあ小娘のどこがいいのよって思うわけ。

あーしだって前みたいにアッシーあしらったのくらいみとめるけどサ、

じゃあそれがあーしの罪だってのって思うわけ。

みんな、若さに嫉妬してるだけっしょ？

「たまたま転職先に住んでいて仲良くなり、デートを重ね告白しました！（24 歳・男性 幸せ報告）」

「夢の国が好きなのがきっかけで仲良くなり、付き合うことになりました！ありがとうございました！

（21 歳・女性 幸せ報告）」

共通点が多い相手に「運命を感じる！」というご報告が多数！

まずは、同じ趣味や価値観の合う相手探しから始めてみませんか？

ウェブで運命の出会いを探す。

あーしもまだいける。アプリ入れるわ、新しいやつ。

うち帰って　（ははひひふへほ）　カレー［彼］でも作ろっかな。

《Exit for Ensemble and Audience》（2022/世界初演）
　常々、音楽はどこに向かっていくのだろうと考えることがあります。この作品では奏者はわずかな
音列と抑制された強弱だけが指示書として手渡されており、薄暗い会場の中で演奏を手掛けます。
奏者は所定の時間の演奏の後、会場から姿を消します。演奏者によっては楽器の片付けを開始します。
　そしてお客様もまた、この作品の演奏途中に会場を出ることを推奨いたします。会場ドアは
開け放たれていますので任意の時間に会場外（ロビーも超えて野外）に退出してください。
　21 時に音は止み、照明も消えます。できればお客様は 21 時になるまでには会場の外にいて
くださることを願います。お客様の退出する足音をはじめとする所作の一つ一つもこの作品で
は音楽として扱われています。



　この楽曲に限り、スマートフォンでの写真や動画撮影が可能です。SNS等でこの模様を是非シェ
アしてください。会場からどんどん離れて、我々の放つ音がどこまで聞こえるのか、色々試して見て
ください。街の奏でる音楽と会場から奏でられる音楽の境界を探ることをこの楽曲は推奨します。
　ご時世柄、お客様に直接のご挨拶をしないようガイドラインが定めており、名残惜しい響き
を音楽に託すことを意図しました。

　本日は本当にありがとうございました。
　みなさま、またお目にかかることを心待ちにしております。
　本日のご感想は SNS への投稿、「#會田瑞樹」のハッシュタグや、
　Mizu.vibraphone@gmail.com などへお気軽に送っていただけたら嬉しいです。

●會田 瑞樹  AITA Mizuki
1988 年宮城県仙台市生まれ。日本現代音楽協会主催“競楽Ⅸ”
第二位入賞と同時にデビュー以降、これまでに 300 作品以上の
新作初演を手がけ「初演魔」の異名をとる打楽器 / ヴィブラフォン奏
者。2019 年第 10 回 JFC 作曲賞入選、2021 年リトアニア聖ク
リストファー国際作曲コンクール LMIC 特別賞を受賞するなど作曲
家としても広範に活動。最新アルバム「いつか聞いたうた ヴィブラ
フォンで奏でる日本の叙情」は年間最優秀ディスクとなる第 59 回
レコードアカデミー賞を獲得。そのほかサライ推薦はじめ各紙より
絶賛を受けた。現代作品の魅力を多彩に紹介した成果により令和
2 年度大阪文化祭奨励賞、令和 3 年度宮城県芸術選奨新人賞受
賞。かなっくホールレジデントアーティスト。
ホームページ・http://mizukiaita.tabigeinin.com

●松平 敬  MATSUDAIRA Takashi
東京芸術大学卒業、同大学院修了。湯浅譲二、西村朗など 150 作以上の新作
を初演。サントリーホール・サマーフェスティバル、新国立劇場などに出演。ソ
ロＣＤとしてこれまで、『MONO=POLI』（文化庁芸術祭優秀賞）ほか 3 枚の
アルバムを発表。チューバの橋本晋哉氏とのユニット「低音デュオ」名義として
も 2 枚の CD を発表。2019 年には著書『シュトックハウゼンのすべて』を出版

（第 32 回ミュージック・ペンクラブ音楽賞受賞）。

●曽我部 清典  SOKABE Kiyonori
東京藝術大学音楽学部器楽科卒。現代音楽のスペシャリストとして、多くの新
作初演を手がけている。ALM レーベルより 4 枚のソロ CD をリリース。音楽
芸術などで特選盤の評価を受けた。ヨーロッパ主要都市にてソロリサイタルを
開催。全音楽譜よりアーバン金管教則本全３巻を編著。洗足学園音楽大学・茨
城大学教育学部講師、日本トランペット協会常任理事。曽我部ミュージックパ
ブリシング代表。野口体操同好会「のの会」主宰。



●山水 美樹  YAMAMIZU Miki
中島靖子、宮本幸子、大久保雅礼、野沢雅世の各氏に師事。東京藝術大学音
楽部邦楽科生田流箏曲専攻を経て同大学院修士課程卒業。在学中に稀音家浄
観賞受賞、アカンサス音楽賞受賞。修了審査演奏会にて東京藝術大学内有志
オーケストラと《越天楽変奏曲》を共演。平成 30 年 12 月に銀座ヤマハホー
ルにて初のリサイタルを開催。三輪田学園中学校高等学校非常勤講師。大妻
女子大学、頌栄女子学院中学校高等学校箏曲部講師。

●西村 薫  NISHIMURA Kaoru
東京音楽大学卒業後に渡仏しオーベルヴィリエ・ラ・クールヌーヴ音楽院等で
研鑽を積む。留学中はクラシック音楽の他、現代音楽や即興音楽も専門的に学
ぶ。帰国後はオーケストラの客演や室内楽、現代音楽、即興ライヴ等で活動。
現代音楽演奏コンクール“競楽Ⅻ”ファイナリスト。市川市文化振興財団第 5 回
即興オーディション優秀賞。Tokyo Ensemnable Factory メンバー。練馬区
演奏家協会会員。

●佐藤 洋嗣  SATO Yoji
高校時代はエレクトリック・ベースを演奏し、卒業後コントラバスの魅力に触れ、
転向。2006 年東京音楽大学卒業。現在は室内楽、オーケストラ、アルゼンチン・
タンゴなどを下から支えつつ、コントラバスの新しい可能性を探りながら演奏して
いる。アンサンブル・ノマドのメンバー。バンドジャーナル誌に於いてワンポイン
トレッスンを連載。これまでに 5 回のリサイタルを開催。

●谷口 かんな  TANIGUCHI Kanna
京都市出身。京都市立京都堀川音楽高等学校、京都市立芸術大学卒業。卒業
後はフリーランスの音楽家として活動。他分野との共演・創作にも数多く携わる。
またガムラン合奏団「マルガサリ」に参加し、インドネシア音楽や現代作品の演
奏も行う。令和 2 年、3 年度京都文化芸術都市創生審議会市民委員。師事歴
は、マリンバと打楽器を、伊藤朱美子、小森邦彦、宅間斉、布谷史人、堀内吉昌、
山本毅、ガムランをシスワディの各氏。

●清水 友美  SHIMIZU Tomomi
武蔵野音楽大学ピアノ科卒業。現代音楽演奏コンクール競楽第３位等、多数
入賞。’02 年 Luc Ferrari 氏の作品を演奏するピアニストとして 1 位選出され
ソロリサイタルデビュー。’09 年 TWS 「EXPERIMENTAL SOUND & ART 
FESTIVAL」にて演奏やダンス、語り、映像を組み合わせたパフォーマンスで
奨励賞。複数の作曲家が清水に新作を書き、毎年ツアーを行う。ミュージカル、
演劇やダンス公演の作曲依頼も多く、ダンサーや Vo、女優としても出演を重ねている。



●佐原 詩音  SAHARA Shion
1981年大阪生まれ、金沢市育ち。関西学院大学社会学部社会福祉学科卒業後、
災害復興制度研究所勤務を経て、東京藝術大学音楽学部作曲科に再進学。こ
れまでに作曲を石原真、夏田昌和、安良岡章夫、福 士則夫、鈴木純明の各氏
に師事。2018 年より佐原詩音作曲個 vol.1~4 を開催。ピアノ・ソルフェージュ・
作曲理論の音楽教室主宰。日本芸術専門学校ピアノ講師。理数系塾講師。コ
ンサートプラン・クセジュ 代表。色彩豊かで力強い作品が多く、国内外で演奏
されている。

●新田 ユリ  NITTA Yuri
1990 年ブザンソン国際指揮者コンクールファイナリスト、1991 年東京国際音
楽コンクール〈指揮〉第二位受賞。東京交響楽団を指揮してデビュー後、国内
主要オーケストラへ客演し、2015 年〜 2020 年愛知室内オーケストラ初代常
任指揮者を務める。近年は北欧音楽の演奏・研究を活動の柱の一つとしており、
2000 年 10 月から 1 年間文化庁芸術家在外研修生としてフィンランド・ラハティ
交響楽団にて音楽監督オスモ・ヴァンスカのもと研鑽。以後日本とフィンランド
を拠点として活動を続け、クオピオ交響楽団、ミッケリ市管弦楽団、ヨエンスー市管弦楽団、クリスチャ
ンサン管弦楽団、フィンランド国防軍吹奏楽団、フィンランド海軍吹奏楽団、ラ・テンペスタ等北欧
各国のオーケストラに客演。2017 年には南デンマーク・フィルハーモニー管弦楽団に客演し、ニルス・
ゲーゼ生誕 200 年を記念したオールデンマークプログラムの定期公演を指揮。フィランドの歴史ある
音楽祭からも招聘され、2005 年〜 2007 年オウルンサロ音楽祭、2006 年・2013 年・2019 年
リエクサ・ブラスウィークで指揮をする。2019 年夏には愛知室内オーケストラとともにリエクサ・ブ
ラスウィークから招聘を受け、オーケストラ初の海外公演となるフィンランドツアーを成功させた。ま
た海外の著名ソリストとの共演も多く、ゲルハルト・オピッツ、シプリアン・カツァリス、マキシム・ヴェ
ンゲーロフ、ダニエル・ゲーデ、ヨウコ・ハルヤンネ、オイスタン・ボーズヴィーク等世界的ソリスト
と共演する。国立音楽大学と桐朋学園ディプロマコースにおいて尾高忠明、小澤征爾、秋山和慶、
小松一彦各氏に師事。現在、日本シベリウス協会第 3 代会長。アイノラ交響楽団正指揮者。 著書に「ポ
ホヨラの調べ」（五月書房新社）。公式ウェブサイト https://www.yuri-muusikko.com（森と湖の詩）

そして、明日から…
　2022 年 1 月 20 日、《祭禮  二台のヴィブラフォンのための協奏曲》を書き終えました。10 月 13 日に
京都での初演を予定しています。谷口かんなさんやチェリストの佐藤響さんが初演を前向きに検討してくだ
さったことを真に受けて、タヌキが木に登ってしまったような音楽です。
　そして昨年から関西を拠点に活動を続けるガムラン・アンサンブルグループ「マルガサリ」の中川真先生
に唆されて、現在ガムランオーケストラのための楽曲を作曲中です。5 月に山口県秋吉台での初演が予定
されており、じっくりとガムラン楽器の奥深さを勉強しつつ、一気呵成に描きあげようと思います。
　かなっくホールでのリサイタルでは、弦楽三重奏とヴィブラフォンという新しい編成であの名曲を編曲する
よう、ディレクターの斎藤実雪さんから焚き付けられています。アンサンブルコンテストの打楽器アンサンブ
ル曲のご相談もいただいており、今の僕にどんなことができるのか、じっくり模索していこうと思っています。

會田 瑞樹


