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アンサンブル室町第一回公演 

2007年 11月 16日：時代と文化を超えて 

アンサンブル室町は 2007 年春にローラン・テシュネと簑田弘大によって設立された。日

本伝統音楽・バロック音楽の楽器奏者、作曲家、俳優、ダンサーなどがメンバーとして名を

連ねるこのアンサンブルは、東洋（日本）／西洋（ヨーロッパ）、過去／現在／未来という

空間と時間を超えた芸術表現の追求を目標とする。 

2007年 11月 16日、『北とぴあ国際音楽祭』の助成を受け、本アンサンブルは北とぴあつ

つじホール（東京都北区）にて第一回公演を行った。 
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プログラム（作品の詳細は付録を参照）  

 第 一 部  

  能 

 松浦 真沙 ; 古の歌 － I － 

  能 

 木下 愛子 ; ホタル 

 サティ ; ヨット競技、恋愛ごっこ 
 斎藤 圭子 ; 笙と箏（十七弦）とチェンバロのために 

  能 

 築田 佳奈 ; "NODE" for 4 performers 

 サティ ; 目かくし鬼、海水浴、花嫁の目覚め 
 中本 芽久美 ; After a hundred years …for Biwa, Baroque Violin and Harpsichord 

 上田 真樹 ; 森のうた－18本の管と 9本の絃のために－ 

  能 

 鷹羽 弘晃 ; "MP" － II － 

 サティ ; タンゴ 

 

 

 第 二 部  

 鷹羽 弘晃 ; "MP" － II － 

  能 

 張替 夏子 ; 追憶の風 

 小林 弘人 ; 接点 

  能 

 サティ ; ブランコ、競馬、花火 
  能 

 篠田 大介 ; TWINE 

 伊東 光介 ; 松露 －Choro－ 

  能 

 サティ ; 魚釣り、陣取り遊び、ゴルフ 
 鷹羽 弘晃 ; "MP" － III － 

 松浦 真沙 ; 古の歌 － II － 

  能 
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多面にわたる構成 

アンサンブル室町は第一回公演にあたり、多彩な芸術表現を統合したプロジェクトを企

画、実現した。 

 

1. 新作初演：11人の作曲家による 11の新作の初演 

2. 舞踊：初演作品への振り付け 

3. 歴史：能の謡による豊臣秀吉の書簡の引用 

4. 演劇：エリック・サティ（1866-1925）の「スポーツと気晴らし」を俳優が

演じ、アンサンブル室町が演奏（本公演のための編曲版）。 

 

�この 4 つの要素が 2 部の 1 時間 45 分の公演に構成され、演出された（第一部 55 分、第

二部 50分）。 

色彩による視覚効果：楽器奏者と日本舞踊の舞踊家の衣装は藤色、能の役者は黒、三人

の俳優はそれぞれ青・黄・緑の衣装。白と金を基調とした舞台、光と陰…舞台のみならず

客席も使って、スペクタクルが展開された。 
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1. 新作初演  

多様なバックグラウンドをもつ若い 11 人の作曲家による 11 の小品が演奏された。それ

ぞれの作品の楽器編成はデュオから合奏まで大小異なるが、邦楽器とバロック楽器を用い

ることを原則とした。 

精力的な試み：楽器紹介のワークショップ、作曲家の指導によるリハーサルなど楽器奏者

と作曲家のコラボレーションを行った。 

2. 舞踊の新作  

日本舞踊の舞踊家が新作から 3 曲を選び、アンサンブル全体で演奏されたサティの「タ

ンゴ」とともに振り付けを作成した。 

3. 歴史：秀吉の書簡  

 露と落ち  露と消えにし  我が身かな 

豊臣秀吉は安土城に楽器を多数保有しており、そのうちの数点はヨーロッパから初めて輸

入されたものだった（たとえば「クラーヴォ」と呼ばれる初期のチェンバロ）。秀吉がチェ

ンバロに触る機会があったかもしれない。 

秀吉は生前多くの書簡を残した。そのいくつかをこのコンサートのライトモチーフとし、

最も象徴的な辞世の句、「露と落ち…」が本公演のタイトルとなった。 

4. 演劇：エリック・サティ、「スポーツと気晴らし」  

秀吉の辞世の句によって「歴史的な重み」が能の謡で表現された。しかしアンサンブル

室町の歩みはいわゆる「歴史的」コンサートによって始めるべきではないと考え、エリック・

サティ（1866-1925）のシュール・レアリスムという「強烈な」様式によってバランスをと

った。 

こうして歴史／重量感／現実感と想像／軽やかさ／現実逃避のあいだの均衡が、感情表

現と人間性という共通点を保ちつつ作り出される。 

 

能楽師が謡う豊臣秀吉の書簡がコンサート全体を貫く一方、サティの「タンゴ」が音楽と

演劇のクライマックスを作り上げた。 
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プレス 

音楽の友 2007年 10月号  
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franc-parler 2007年 10月号  
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東京新聞 2007年 11月 10日(夕刊) 
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franc-parler 2007年 11月号  



 
アンサンブル室町 
第一回公演報告書 
08.6.16 

10 

音楽現代 2008年 1月号  
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ムジカノーヴァ 2008年 2月号  
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参加アーティスト（プロフィールの詳細は付録を参照） 

和楽器（日本伝統音楽）  

久保田 晶子（琵琶）   田中 奈央一（十三絃箏） 

日原 暢子（十七絃箏）   増田 千斐（笙） 

間庭 拓夢（篠笛）    簑田 弘大（三味線） 

守 啓伊子（三味線）   盧 慶順（囃子） 

渡辺 淳（尺八） 

古楽器（ルネサンス、バロック音楽）  

會田 賢寿（チェンバロ）   天野 寿彦（バロック・ヴァイオリン） 

川端 勇輝（フラウト・トラヴェルソ）  齊藤 健介（オルガン） 

佐藤 亜紀子（リュート）   武澤 秀平（ヴィオラ・ダ・ガンバ） 

目等 貴士（打楽器） 

謡  

佐野 弘宜（能楽） 

舞踊  

花柳 美輝風（日本舞踊）   藤間 豊彦（日本舞踊） 

演技  

池田 舞美    石川 絵美 

石川 博章 

作曲  

伊東 光介    上田 真樹 

木下 愛子    小林 弘人 

斎藤 圭子    篠田 大介 

鷹羽 弘晃    築田 佳奈 

中本芽久美    張替 夏子 

松浦 真沙    宮内 基弥 
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公演に関する情報 

北とぴあ国際音楽祭の助成による公演 

 日時 ; 2007年 11月 16日、19時開演 

 会場 ; 北とぴあつつじホール 

 料金 ; 大人 4000円、学生・25歳以下 2500円 

 マネジメント ; 高城 みお 
   art-performance@docomo.ne.jp  

   電話 090-7632-5653 

 チケット販売 ; チケットぴあ 

 デザイン ; 渡辺雪 
   http://www.susugu.com 

 協賛 ; 安達正浩（チェンバロ） 

   マルク・ガルニエ・オルグ・ジャポン（オルガン） 

   岡田屋布施（打楽器） 

   プロフェッショナル・パーカッション（打楽器） 

 製作 ; ローラン・テシュネ 

   市瀬 陽子 

   簑田 弘大 

 翻訳 ; 関根 敏子 

   山岸 基之 

 報告書作成 ; 村岡 有 
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付録 
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メンバープロフィール  

和楽器  

久保田   晶子（琵琶）  

坂田美子に師事。日本ワヤン協会影絵詩劇に音楽出演。邦楽合奏団「織座」入団。琵琶・

川嶋信子とともに“谷中琵琶スタイル”としてライブ活動開始。地震復興支援ワヤン国際大

会インドネシア公演、“和座”として香港公演に参加。アニメ音楽、新作琵琶語り作品の創

作など、古典から現代にわたる演奏活動を展開。師・坂田美子と共に鹿児島における琵琶

の普及活動にも参加。日本音楽集団、和楽団「煌」団員。 

田中   奈央一（十三弦箏）  

６歳より河内百合能師に山田流箏曲の手ほどきを受ける。東京藝術大学音楽学部邦楽科

卒業。六世中能島弘子師の直門となり、奈央一の芸号を許される。文化庁新進芸術家国内

研修員修了。長唄三味線を東音田島佳子師に師事。NHK 邦楽技能者育成会第 50 期首席卒

業。NHKラジオ、テレビ等出演の他、邦楽合奏グループ「瑞芽」「うらいと」などを結成し

演奏会を開催。(社)日本三曲協会・山田流箏曲協会・箏曲新潮会・ 箏曲組歌会・曠の會・

つきなみの会・アンサンブルうらいと・和楽団「煌」・関東地歌連各会員。NHK 文化セン

ター柏教室講師。 
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日原   暢子（十七弦箏）  

2006 年国立東京芸術大学邦楽科卒業。卒業時にアカンサス音楽賞、同声会賞を受賞し、

東京芸術大学同声会新人演奏会に出演。宮内庁皇居にて御前演奏。第 3回東京邦楽コンクー

ルにて奨励賞受賞。現在桐朋芸術短期大学専攻科在学中。 

増田   千斐（笙）  

高校入学時から、笙を多忠輝、歌を東儀雅季、舞(右舞)を松井北斗の各氏に師事。2006

年東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業。現在は、古典曲を中心に各地での公演に参加するか

たわら、現代曲や新作へも意欲的に取り組んでいる。また、カルチャースクールや小学校で

の笙の指導も行っている。東京芸術大学音楽学部邦楽科研究助手。和楽団「煌」所属。 

間庭   拓夢（篠笛）  

尚美学園短期大学器楽科（フルート専攻）卒業。フルートソリスト、篠笛奏者として多ジ

ャンルでの演奏のほか、株式会社「ジュエルミュージック」にてフルート講師として活動す

るなど、後進の指導にも力を注ぐ。現在、葛飾区文化工房アーティスト及び和楽団「煌」団

員。フルートを植村泰一、斎藤賀雄、糸井正博、藤田千加志、篠笛を四世望月太八、プロフ

ェッショナルフルートレスナーの指導法を大森義和の各氏に師事。 

簑田   弘大（三味線）  

1983 年、三味線演奏家の父・杵屋五司郎と母・日吉静永の長男として東京で生まれる。

91 年、尚美学園子供音楽科に入学。同学園内作曲コンクールにて最優秀賞受賞。06 年、東

京藝術大学(長唄三味線専攻)卒業。フランス・パリ、タイ、バングラデシュ、韓国等で海外

演奏。波田陽区 CD「ギター侍のうた」ツアーにてライブや TV 番組(ミュージックステーシ

ョン、POPJAM 等)に出演。TV ドラマ「タイガー＆ドラゴン」の音楽収録や、内田ゆう子

CD「音景色」の収録にも参加。06年、goez'onCD発売。05年、サントリーホール主催「レ

インボー21 デビューコンサート」にソリストとして出演。「三味線コンチェルト」を新編曲

版にて初演、ピアノと共演する。06年、現代美術の第一人者「伊藤隆道」展イベントにて、

同氏のモニュメントと自作曲「冬の朝」をコラボレーションし好評を博す。日本音楽集団

所属。和楽団「煌」創立メンバー。goez'onメンバー。長唄東音会所属。勢会所属。長唄協

会会員。モダンエイジ三味線講師。長唄三味線を杵屋五三吉、杵屋五吉郎、長唄を稀音家

六静世、東音西垣和彦、ピアノを林智子、ソルフェージュを星野清、一ノ瀬弘子、ローラン・

テシュネ各氏に師事。古典から現代、作曲活動また音楽教育まで幅広く活動している。 
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守  啓伊子（三味線）  

神奈川県出身。東京芸術大学音楽部邦楽科卒業。同大学大学院 修士課程音楽研究科修了。

長唄三味線を杵屋五司郎氏に師事。長唄東音会同人、日本音楽集団団員。長唄などの古典

曲の演奏や、現代音楽の演奏会にも多く参加。 

盧  慶順（囃子）  

邦楽囃子演奏家。古典長唄から現代音楽まで幅広く演奏活動をしている。山口県下関市

生まれ。在日三世。邦楽囃子を望月太喜之丞師に師事。三味線を杵屋五司郎師、長唄を吉

住小与ひで師に師事。江戸囃子を故丸謙次郎師に師事。現在東京芸術大学博士課程に在籍、

日本音楽集団に所属。 

渡辺   淳（尺八）  

尺八を宮田耕八朗氏に師事。中国浙江省・日中音楽交流演奏に参加。第三回尺八新人王

決定戦優勝。第七回長谷検校記念全国邦楽コンクール優秀賞受賞。NHK邦楽技能者育成会

第 47期修了。NHK邦楽オーディション合格。第 47回松本市芸術文化祭芸術文化奨励賞受

賞。ジャンルを問わず尺八の可能性を追求し音楽活動を展開している。日本音楽集団団員。

アンサンブル「うらいと」メンバー。 

古楽器  

會田   賢寿（チェンバロ）  

東京藝術大学音楽学部器楽科古楽チェンバロ専攻。2007 年アカンサス音楽賞を受賞し卒

業。ピアノを與口理恵、チェンバロを鈴木雅明、辰巳美納子、平野智美、オルガンを荻野

由美子、早島万紀子に師事。Ｎ・スピート、Ｅ・ファディーニの公開レッスン受講。ソロの

他、主に通奏低音奏者として室内楽やオーケストラ等に参加し演奏活動を展開。蜷川幸雄演

出の歌舞伎「NINAGAWA 十二夜」にチェンバロ奏者として出演する等、多方面で活動中。 

天野   寿彦（バロック・バイオリン）  

東京芸術大学音楽学部を経て、同大学大学院修士課程に在籍中。バロック．バイオリン

を若松夏美氏、アンサンブルを鈴木秀美、鈴木雅明、小島芳子の各氏に師事。上野旧奏楽

堂特別コンサートでパーセルの歌劇《ダイドーとエネアス》を企画・指揮。ソウルでカナダ

オペラアトリエの公演に参加。スタンデイジ、クイケン、ポジャー、ベイヤーの各氏に師事。

カメラータ・アンティクワ・ソウル、モーツァルト・アカデミー・トウキョウ等に参加。 



 
アンサンブル室町 
第一回公演報告書 
08.6.16 

20 

川端   勇輝（フラウト・トラヴェルソ）  

小学生のときよりモダンフルートを始める。東京音楽大学付属音楽高校卒業後、同大学進

学。モダンフルートを植村奏一、斉藤賀雄、中野真理の各氏に師事。高校在学中よりトラヴ

ェルソを前田りりこ氏に師事。その後大学を中退しオランダのデン・ハーグ王立音楽院に留

学。トラヴェルソとルネッサンスフルート、室内楽をケイト・クラーク、ウィルバート・ハ

ーツェルツェットの各氏に師事。2006年夏には欧州にて多数の演奏活動を行っている。 

齊藤   健介（オルガン）  

東京藝術大学 4 年在学中。オルガンを浅井寛子、廣野嗣雄、鈴木雅明、通奏低音を広沢

麻美、椎名雄一郎、チェンバロを大塚直哉に師事。同大学バッハ・カンタータ・クラブ、バ

ロックダンス同好会所属。多数の演奏活動の他、昨年はソリストとして東京オペラシティ

にて青山学院管弦楽団と共演。合唱団 CONSOLENNITAを設立。日本オルガン研究会、日

本オルガニスト協会、ドイツ教会合唱団に所属。日本基督教団聖ヶ丘教会オルガニスト。 

佐藤   亜紀子（リュート）  

東京芸大楽理科卒。ドイツ国立ケルン音楽大学でコンラート・ユングヘーネル氏に師事し、

ソリスト・ディプロマ取得。スイスのバーゼル・スコラ・カントルムでホプキンソン・スミ

ス氏に師事。2003 年に帰国後、バロックリュートのソロリサイタル、バロックやルネサン

スリュートのデュオ、歌手やアンサンブルとの共演、バロックオペラ出演など演奏活動を展

開。東京藝術大学古楽科教育研究助手。学習院生涯学習センターゲスト講師。 

武澤   秀平（ヴィオラ・ダ・ガンバ）  

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て同大学器楽科チェロ専攻卒業。同声会賞

受賞。崎野敏明、三木敬之、菊地知也、山崎伸子、福沢宏の各氏に師事。クイケン、ドレ

イフュス、ピエルロ、上村かおりの各氏にヴィオラ ダ ガンバのレッスンを受ける。新日

本フィルのフォアシュピーラー、バロックチェロ奏者としても活動。東京芸術大学バッハ・

カンタータ・クラブ、バッハ コレギウム ジャパン等の演奏会に参加。 

目等   貴士（打楽器）  

14 歳より打楽器を始める。これまでに関修一朗、有賀誠門、藤本隆文、竹内将也の各氏

に師事。第４回九州音楽コンクール管打楽部門最優秀賞。05、06 年度武生国際音楽祭に参

加（ジャパン・ユースフィルハーモニックのティンパニストとして）。06年度芸大室内楽定

期に出演。東京芸術大学４年在学中。 
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謡  

佐野   弘宜（能楽）  

東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業、同大学院在学中。能楽協会東京支部所属。宝生流宗

家、人間国宝・三川泉、及び父・佐野由於に師事。4歳の時に能「鞍馬天狗」花見稚児にて

初舞台。14 歳の時、能「猩々」にて初シテ。主に東京、北陸の舞台で活動。東京、金沢、

小松など各地で謡曲・仕舞を指導、能楽普及に努める。 

舞踊  

花柳   美輝風（日本舞踊）  

2歳より母、花柳弥衛毬、花柳衛与志師に手ほどきを受ける。花柳衛彦師、人間国宝・花

柳寿南海師に師事。三世花柳流宗家家元花柳寿輔師より花柳流名取を許される。花柳流専

門部取得（教授師範資格）。地唄舞人間国宝、故吉村雄輝師に師事。また合気道家、多田宏

（九段）・糸操りの竹田扇之助師に指導を受ける。東京芸大音楽学部邦楽科卒業。同大音楽

部邦楽科修士課程。ソウル国際舞踊コンクール・エスニック部門女子 3 位（Ｈ18 年）、2 位

（Ｈ19年）入賞。 

藤間   豊彦（日本舞踊）  

1982年、栃木県宇都宮出身。1996年藤間豊彦の名を許される。1999年作新学院英進科卒

業。2005年東京芸術大学音楽学部邦楽科日本舞踊専攻卒業。2007年藤間流勘右衛門派師範

を取得。現在東京芸術大学非常勤講師研究員助手。（社）日本舞踊協会会員、藤盛会会員。 

演劇  

池田   舞美  

12月 8日生まれ。関東国際高等学校演劇科卒業。桐朋学園芸術短期大学演劇専攻科卒業。 

その後、ユニバーサルスタジオジャパンでエンターテイナーとして出演 現在、劇団の養成

所に所属。 

石川   絵美  

桐朋学園芸術短期大学演劇専攻を卒業。同学園の専攻科に一年間進み現在に至る。 

石川   博章  

1985年 5月 28日生まれ。桐朋学園芸術短期大学演劇専攻卒業。 
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作曲  

伊東   光介  

東京藝術大学作曲科４年在学中。想像作曲と即興演奏の二つを軸に活動。仏パリにて即

興演奏の研鑽を積み、滞在中に飛入り即興ライブを決行し喝采を浴びる。帰国後、邦楽器

にピアノ即興で絡む形態「洋邦今昔」をプロデュースし、日本舞踊・邦楽全般のコラボレー

トの他、オルガン演奏、コンピュータによる電子音、ライブペインティング等の映像に至る

までジャンルを問わず活動。今春「《想像作曲法》伊東光介の世界」（於奏楽堂）が東京藝

術大学学内公募で入選・上演され好評を博す。谷川俊太郎氏の詩に曲をつけた作品に、作

者本人から直接の講評をいただき、今後の表現スタイルへの大きな影響を受けた。クラシ

ックカタログ社より 2006 年ワールドカップ出場国の全国歌編曲を手掛けた CD「32 

Anthems in Strings」が発売。カーサクラシカ主催「セッションナイト」専属ピアニスト。 

上田   真樹  

都立芸術高校音楽科作曲専攻を経て、東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。同大学大学院

音楽研究科音楽学（ソルフェージュ）博士課程修了。第 12 回奏楽堂日本歌曲コンクール作

曲部門第二位入賞。第 18回朝日作曲賞（合唱組曲）受賞。作曲を高橋裕、加藤徹也、川井

學、ピアノを秋庭津代子、森正、小林睦子、指揮法を村方千之の各氏に師事。近作に混声

合唱とピアノのための組曲『夢の意味』（2007、Fontec／全音楽譜出版）、『抒情小組曲～フ

ルートとピアノのための～』（2007）、混声合唱とピアノのための組曲『鎮魂の賦』（2007）

など。現在、国立音楽大学、東京藝術大学音楽学部附属高等学校、各非常勤講師。 

木下   愛子  

兵庫県神戸市出身。神戸山手女子高校音楽科卒業。作曲・理論を大西有紀、矢野正文、

木ノ脇香織、北村昭、尾高惇忠、市川景之、安良岡章夫の各氏に師事。2007 年 7 月、芸大

内奏楽堂にて自作のオーケストラ作品が初演される。現在、東京芸術大学音楽学部 4年在籍。 

小林   弘人  

東京芸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第 3 位入賞。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、ピアニストとして自作をはじめ、室内楽等のク

ラシックからジャズオルガンまで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東京国際映画祭などに出演。現在

東京芸術大学音楽環境創造科、東京音楽大学ソルフェージュ科非常勤講師。 
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斎藤   圭子  

東京藝術大学作曲科卒業。同大学院（ソルフェージュ・作曲）修了。作曲・作曲理論を伊

藤康英・永冨 正之・野平一郎・川井學・尾高惇忠の各氏に、ピアノを岡部裕司氏に師事。

現在、東京藝術大学、洗足学園高等学校音楽科に勤務。女性作曲家連盟会員。 

篠田   大介  

東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。作曲を福富聖子、三上徹、野平一郎、尾高惇忠各氏

に、ピアノを三上徹、佐藤俊各氏に師事。現在作曲・編曲など様々な方面に活動中。 

鷹羽   弘晃  

桐朋学園大学作曲理論学科卒業。作曲を三瀬和朗、権代敦彦、ピアノを三瀬和朗、ローラ

ン・テシュネ、藤井一興の各氏に師事。第 68 回日本音楽コンクール作曲部門入選。これま

で、室内楽、声楽を中心にした作品を多数発表。ヴェネツィア・ビエンナーレ、新しい歌を

創る会、神奈川芸術文化財団などから委嘱を受け、作品は、桐朋チェロ・アンサンブル、

創る会合唱団、ニューアーツ弦楽四重奏団、アンサンブル・ノマド、日本音楽集団、東京混

声合唱団 、大井浩明氏、篠崎史子氏、中嶋香氏、和波孝禧氏等、著名な演奏家によって演

奏されている。 

築田   佳奈  

2003 年桐朋学園大学音楽学部作曲科卒業、2005 年同大学研究科終了。作曲を三瀬和朗、

原田敬子、鈴木輝昭、ピアノを雨田のぶ子、ローラン・テシュネの各氏に師事。第 3回日本

サクソフォン協会主催作品コンクール入賞。武生国際音楽祭第１回作曲ワークショップに招

待作曲家として参加。現在、バレエ作品をはじめ、マンドリンオーケストラ等さまざまな分

野の作・編曲を手がけるかたわら、桐朋子供のための音楽教室仙川教室にて後進の指導に

あたる。 

中本   芽久美  

2005年、桐朋学園大学音楽学部作曲科卒業。2007年同大学研究科卒業。作曲を安良岡章

夫、尾高惇忠の各氏に師事。ピアノをローラン・テシュネに師事。 

張替   夏子  

洗足学園大学附属高等学校ピアノ専攻を経て、桐朋学園大学作曲理論学科作曲専攻卒業、

及び同研究科修了。作曲を故寺島尚彦、飯沼信義、三瀬和朗、原田敬子、ピアノを吉村め

い、理論科ピアノを三瀬あけみ、ローラン・テシュネに師事。在学中、同大学『作品展』に
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て、13人の奏者のための『Light which should be there…』（2002）、2台ピアノのための『Reel 

Around the Sun』（2004）を発表。現在は音楽制作会社に勤務しながら作曲活動中。ピアノ

連弾のための『memories』（2007）、子供の鼓笛隊のための『Grow up』（2007）など 

松浦   真沙  

桐朋学園大学音楽学部卒業。同大学研究科（作曲専攻）、アンサンブル・ディプロマ（ピ

アノ専攻）修了。パリ国立高等音楽院ピアノ伴奏科、室内楽科修了。吹田音楽コンクール入

賞、奏楽堂日本歌曲コンクール第 2位（作曲）。日本モーツァルト音楽コンクール入賞（ピア

ノ）。多数の作曲作品があるほか、編曲なども積極的に行う。ピアノを今泉紀子、大崎かお

る、小澤英世、間宮芳生、故山根美代子、星野明子、パラスキヴェスコ、ルサージュ、伴奏

法をケルネル、川島央子、山洞智、室内楽を上田晴子、マクマナマ、作曲を石島正博、金

子仁美、原田敬子、和声法をテシュネ、声楽を名古屋木実、指揮を黒岩英臣の各氏に師事。 

宮内   基弥  

国際基督教大学卒業、哲学専攻。早稲田大学卒業、数学専攻。同大学院修士課程修了、

数学専攻。東京芸術大学、修士課程在学中、音楽学専攻。古典邦楽(清元三味線)の演奏家を

経験。近世邦楽の音楽理論の体系化を研究。「日本文化ルネサンス」を提唱、推進。古典邦

楽の体系を敷衍した形で作曲を行っている。 

作品解説（本公演で初演された作品は作者の許可のもと閲覧可） 

エリック・サティ  ; スポーツと気晴らし（1914）  

エリック・サティの「スポーツと気晴らし」は第一次世界大戦前夜に作曲された。映像的

かつコンセプチュアルな音楽であり、楽譜は自筆でイラストと詩が書き込まれている。 

ピアノ・ソロのために書かれたこの作品をアンサンブル室町のための編曲は決して容易

な作業ではなかった。「スポーツと気晴らし」から「タンゴ」をメインにすえるように 13曲

が抜粋され、詩が三人の俳優によって読み上げられた。「タンゴ」は第一部の最後、そして

アンコールとして公演の最後に全体合奏で（舞台上の 11人の作曲家とともに）演奏された。 

伊東   光介  ; 松露  ～  choro ～  

日本の反対側に位置する、ブラジルのポピュラー音楽の一種である choro（ショーロ）の
形式を借りて、サンバやボサノバ、そして童謡的、ロックバンド的要素を取り込み、洋楽
器と古楽器の編成で、今日まさに日本で演奏されるこの曲は、それらの多重のコラボレート
によって、過去への敬意と未来への投射という時間的そして心情的な交錯を表します。 
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木下   愛子  ; ホタル  

小さい頃見た蛍。弱々しく光り寂しそうに夏を告げる。今回は古楽器・邦楽器からそれ
ぞれ蛍が夏の夜空を飛び交う様を描く笛と、その光に灯される景色を描く弦楽器で表現し
てみました。今年の夏は猛暑でしたが少しでもこういった涼しげな夏を感じていただけれ
ば光栄です。最後になりましたが未熟な私の曲を本日演奏してくださる皆様に心から感謝
申し上げます。 

小林   弘人  ; 接点  

露と落ちて地に還り、露と消えて天に昇る。天と地の接するところで慌しく過ごす中、
秀吉の句は諦めにも似た寂寥の念を想わせる。抗うことの敵わない自然、時間の経過とい
ったことへの畏れにとらわれながら作曲を始めた。その過程で、秀吉の句への印象は次第
に形を変えて行き、清々しい風のような、自己から開放されるような、当初とはまったく
違うものとなった。これが辞世の句であったことは、残されたものにとって、今は救いの
ようにも感じられる。音楽の推移（今回は作曲の進行と同義）と共に変化する印象は、舞
台上の演奏でまた新たな姿を見せるに違いない。 

斎藤   圭子  ; 笙と箏（十七弦）とチェンバロのために  

古楽器・邦楽器での創作は、私にとって初めての挑戦でした。どの楽器も魅力的で、編
成を決めるのに苦労しました。作曲中は、各楽器の持つ様々な魅力を、４分という短い時
間の中で、いかに表現できるかを考えました。 

篠田   大介  ; TWINE 

TWINEとは「絡む」という意味になります。珍しい組み合わせの楽器達が絡み合い、新
鮮な音楽が生まれることを願いながら作曲しました。 

鷹羽   弘晃  ; "MP" - Ensemble Muromachi version 

この作品は演奏家がそれぞれの音を聴きあうことで、パートナーを探すという現場である。
Meeting Point ほとんどが演奏家の裁量に任せられているこの譜面で東西の古の音を聴いた
時、懐かしさと共に新たな可能性を感じた。 

本作品はアンサブル全体で演奏され、「ライトモチーフ」のイメージを作り出すべく三部

に分けて演奏された。 
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築田   佳奈  ; "NODE" for 4 performers 

全く異なる文化の中で生まれた、和楽器（三弦、尺八）と西洋の楽器（ヴィオラ・ダ・
ガンバ、打楽器）の接点を探しました。海を越えて、時空を超えて、この楽器に出会えた
事、そしてこの瞬間に音にしてくださる素晴らしい 4人の演奏者に、心から感謝致します。 

中本  芽久美  ; After a hundred years …for Biwa, Baroque Violin and Harpshichord 

邦楽器と古楽器の曲を書くと言う事は、私にとって全く新たな試みでした。作曲中、自
分の中の西洋と東洋がせめぎあい、苦心しましたが、西洋的なものと東洋的なものの底に
共通して流れるものを、聴きとっていただければ幸いです。 題名は、エミリー・デキィン
ソンの詩の一節、“After a hundred years    Nobody knows the Place…”からとりました。 

張替   夏子  ; 追憶の風 

「同じように風が吹いていた、同じように光が射していた、同じように陽が昇り、同じ
ように一日が終わる、なにげない日常の端々に垣間見える悠久の昔に想いを馳せてみた」 

曲は笙の独奏から始まる。笙は絶え間なく揺れ動く風、光を思いながら書いた。トラヴ
ェルソは時に本来持っている繊細なイメージを脱却するような、荒々しい表現を要求した。
三味線は時を刻む、軸の役割としてイメージした。ガンバは全体の起伏をつけるきっかけに
なる役割を担っている。このアンサンブルからしか生まれる事のない、まるで宮殿と神殿
が合体した風景が見えてきそうな不思議なサウンドを感じて頂けたら幸いです。 

松浦   真沙  ; 古の歌  

今回のこの企画での作曲が決まった時、私の頭にはまず笙の音が浮かんだ。以前から、
かなりの憧れを持っていた楽器である。そして笙とのアンサンブルに選んだ楽器は打楽器。
笙の「持続感」と打楽器の「躍動感」。一見全く異なる特性を持った二つの楽器だが、しか
し私の中ではある確実な共通項＝遥か以前の時間を想像させる音色＝があったのである。
今回はその共通項に着目し、4分弱の小品ではあるが、ある古の伝説を書くようなつもりで
作曲した。何らかの「物語」を聞いていただけたら幸いに存じます。 

最小編成（デュオ）の本作品を二部に分け、スペクタクルの初めと終わりに配し、鏡像

を作り出した。 


