


4カ 国の作曲家による委嘱作品に寄せて

舘野 泉

この 11月 10日 で73歳 になった。6、 歳

で脳出血に倒れ、半身不随になってから

は8年になる。実のところ、病から立ち

直ってこんなに長く生きられるとも、ま

してや、こんなに長くピアノが弾けると

は想像だにしていなかった。ただ一日一

日を生き、一日一日ピアノを弾いてきた

だけである。人間は自分の置かれた状況

を認めて素直に生きるしかないものだと

思う。ビアノに触れて音が響きだすと、

いつも私は生き返ったように思い、精神

が冴え冴えとしてくるのを覚える。毎日

のその積み重ねが作山家たちの心にも届

き、聴衆の心にも響いていくのだろう。

有難いことだ。

四年前に「舘野泉 左手の文庫 (募金)J

を創設した。圧倒的に不足 している左手

のためのビアノ作品を委嘱し、左手によ

る演奏が決して不自 IIな ものではなく、

ひとつの独立した.占楽の分野あることを

認識して貰いたいという気持ちからだっ

たが、多くの方々が賛同してくださり、

そのお陰で数々のた手の作品が誕生し

た。厚くお礼を中しHげたい。

今回演奏する四作はアメリカ、アイス

ランド、日本、アルゼンチンと、いずれ

も国籍は異なるが、30代 から40代 の作

曲家達の新作である。作品を委嘱するに

あたって私は何もII別 な注文はつけてい

ない。まったくの偶然だが、今回のコン

サートは冒頭にDiКnimcnt的 な性格の

C ライト作品、そして終わりにP エ

スカンデのDivell�ncntと いう形になっ

た。その間に、緩やかなテンポでたおや

かな情感が歌われていく木島山美子の

「いのちの詩Jが入る。この作品はほPO

法人)n形の音楽活動を応援する会 M

プロジェクトの委嘱作|マlだが、地方にこ

のような活動力
'■

に広がっていくことを

切望したい。しかしなんといっても今回

のメインはTマ グメッツンのソナタで

ある。これは途方もない作品である。巨

大で級密で人らかでひたむきで美しく純

粋な精神の結晶である。原始の人間が

初めて徳を見た時に感じたであろう艮怖

の念とはこんなものかもしれないと私は

思った。演奏技術の難しさにおいても占

今のあらゆるビアツ山の最先端に属する

であろう.しかし技術はそれ自体が目的

ではない。この山を弾きこなすには何年

もかかるだろう。でも、私は命がある限

り、この作品とfJ合っていきたい,

来年11月 には74歳になり、演奏生活

50周 年を迎える。東京、大阪、札幌及

び福岡で記念演奏会をするが、そのため

に問官芳生、末占保雄、吉松隆の諸氏に

は既に新作をお願いしている。全部室内

楽作品でクラリネット、 トランペット、

打楽器、コントラバス、ヴアイオリン、

チェロなどを含む華やかなプログラム

が出来るだろう。クラリネットは濱中浩

一、 トランペットは北ll源三と、私の藝

大時代の同級生が共演してくれる。そう

いえば末吉保雄も同級だった。楽しみに

していてください.
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「舘野泉 左手の文庫」助成作品
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2リ フレクション

3ア ライヴアル

T,マ グヌッソン〈アイスランド〉:

ピアノ。ソナタ

「舘野泉 左手の文庫」助成作品
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第2楽章 主題と変奏
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木島由美子〈日本〉:

いのちの詩
(NPO法 人)山形の音楽活動を応援する会 。Mプロジェクト委嘱作品

1.翠雨

2紅蓮の池

3.月 読

4.樹氷原にて

5桃花水

Rエスカンデ (アフレゼンチン〉:

ディヴェルティメント

「舘野泉左手の文庫」助成作品

第1楽章 プレリュード

第2楽章 テーマとヴァリエーション“セファルディム"(ユダヤ・スペイン系の古い歌 )

第3楽章 アダージヨ

第4楽章 ダンス



解説

アメリーのための組曲
コーデイー・ライト

ピアノ・ソナタ
ソールデュル・マグヌッソン

1フ ァンフアーレ

2リ フレクション

う アライヴアル

「アメリーのための組山」は4山家の長女

の誕生を記念して ピアニスト籠野泉より

委嘱された4品である。二IIと もある有名

な子守唄に基づいており、全てのモチーフ

|1素 IIは この子守唄に出来する.聴衆は、

各曲にこの子守唄の断ハを聴き取ることが

できるかもしれないし、またそれを見いだ

すことができなかった者に対しては、作品

の最後に答えが提示されている.

左手のためのソナタは、舘野泉の委嘱

により2007年 ～2008年の冬に作出され

た、30分ほどの出である.

二つの主要な楽章で構成され、第1楽

章の形式はソナタ形式に似ており、第2

楽章は■題と変奏である。第2楽章の終

わりで最後の変奏が第1楽章の素材に溶

け込んでいく。

この第2楽 草には、長い間「盗まれた

アイデアJと いう作業用タイトルがつい

ていた。かなり前に14小節の短い主題を

書いていたのだが、ノート パソコンを

盗まれて失くしてしまったのである。後

日その出が、このソナタの第2楽章の主

題にぴったりだと気づき、どんな出だっ

たかを正確に思い出そうとしたが、作山

したときは1時間足らずで書き上げたの

に、それを思い出すだけで2週間近くも

かかってしまった。

第1楽章は、テンポ I:り ‐69 テンポⅡ:

り‐104の 2つのテンポの間を次のように

何度かrlき 来する :

テンポ1→ テンポⅡ ― テンボl‐
テンポΠ → テンボI― テンポⅡ →

テンポI

第2楽章 り‐52

C ラ イ ト

T マ グ ス ッツ ン

C ラ イ ト
|

|

T マ グ ス ツソ ン

米国カリフォルニア州 サンディエゴに■まれ

る. 2(XX,■  ニューイングランド音楽院卒業.

2004年 カーネギーメロン大学■楽学‐
l・ 大学院

修了.20"年幕 オーケストラのために■山さ

れた「 トンベ ,レ デュ 1そ呻 sl'ck llJが ハリー

0アーチヤー:疏資を受賛,現在 カリフ|ル ニ

ア州に在住. コーデイー ライト●)l FI悩 ま サン

トリーホールは ■)カーネギーホール(ニ ュー

ヨーク, ラ スコラ カントールム(バ リ)を はじ

8

め 米国 ヨーロ′バイ地において公漬されてい

る. 作.ill,初演を手がけてきたのよニューヨーク

を拠点とするフラックス カルテットおよびイエサ

ラン デュオ ピアニス喘 野i tル ゲー シェ

プキン 鍋島真穂などである。なかでも 詢楽器

とリクスフォンのためにイ午山された'デイドリーム

Da●
“
‐n,J(21X2)は 好;rを 得て、各lLに て操り

返し演奏さオtている.

アイスランドを代表する4曲家の一人.初めて書

いた交響前で2001年 のノルディック カウンシル

の音楽賞にノミネートされ アイスランド音楽賞

の20“ 年ベスト クラシックピース■ ブ ザ イ

ヤーを受賞 また2は,3年 にもピアノ ‐ 奏前でも

ベスト クラシツクピース オブ ザ イヤ を受賞

している.T マグヌッソンはアイスランドの■由

家の中では若い世代に属する.レ イキャビク音楽

大学でCハフステインソンに師,し 1"`年に■

前の学卜,を取得.その篠パリ日立高等音楽 丼踊

学校に大学を記められる。パリ滞在に関連してエ

マヌエル メネス事に師J.アイスランドに偏国以

来 数 の々山を■曲して注日さlt CAPilT トリ

ォ ノルデイカ、アイスラント交響楽け イーソス

弦楽四重■国等によって演奏さ′している.



いのち
木島由

婦
新

ディヴェルテイメント
パブロ。エスカンデ

どんなに人事件がt・・ ころうと、どんなに

ひとめ
'苦

しもうと、どんなに戦争しようと、

どんなにひとが死のうと、季節はめぐり、

いのちはめぐります。めぐるいのち 生き

ることとは、愛すること,愛があれば未来

につながります。贅があるから、何があっ

ても生きなくては と思います.全編に

日OvcJを 音列に置き換えたモチーフ「F A
A EJを ちりばめました.四季それぞれを

連想させるキーワードをもとに、5曲 で構成

しました。

4樹氷原にて : 世界 llに 有名な山形の樹

水をイメージしました。

静かに 荘厳に。

5桃花水 I   Tltの 花が咲く頃に流れIL

す水、つまりは雪llfけ水

のことをさす言葉です。

せつないワルンを。

ディウェルティメントは、日本語で嬉遊山と

訳されているが、イタリア語で娯楽という意

味を持つ.最初にデイヴェルテイメントという

言葉が使われたのは、1681年のグロッンの作

品であった。その後フィッシャー、ドゥランテ

などにより使われ、ボノンテーこによって様式

が確立される.古典派の時代に最も盛んだっ

たディヴェルテイメントは、カッサシオン、セ

レナーデ、ナハトムジークなどと同じような

意味合いを持っていた。主に、演奏者と聴

衆に歓びと癒しを与えること、貴族の食卓、

娯楽 社交、祝賀などの場で演奏されること

を目llJと されていた。ロマンlFtで は一度廃れ

たが、20世紀はパルトーク、ストラヴインス

キー、ジャン フランセなどにより復活した。

私が竹:由 したディウェルティメントは、4つ

の異なった楽章から成る。全ての楽車は4度

i程で関連づけられていることで、8つの調

を通って締めくくるようになっている。様式は

ネオ バロックで、ギリシヤ旋法を用いた。

第蝶 草のプレリュードは、ゆっくりとした

導入から始まり、緊張感を高めながらアレグ

口のパートに到達する。軽やかなアレグロ

は、対位法的で2部形式によりできている。

第摯 華のテーマとヴァリエーションの主

題は、セファルディム(ユグヤ スペイン系)

の吉くから伝わる歌を用いた.この主題を

基に4つ の変奏が繰り広げられる.4つめ

のヴァリエーションでクライマックスに達し

た後、カデンツが続き、最後に再び主題が

現れる。

第う楽章のアダージヨは、大変穏やかで

平和に満ちた山である.静寂の中にいる白

分自身の経験と日本のに国に見出したもの

をこの山に込めた。

第4楽章のダンスは、アダージョとは対

照的に、ヴイ,レ トゥオープで生き生きとした

推進力のある出である。ABA形式で書か

れている.

デイブェルテイメント本来の意II.で ある
‐
楽しみ・ を、作山家、演奏家だけでなく、

聴衆の方々にも感じて頂けたら嬉しく思

う。

季節がめぐると、冒頭の雨の音楽に戻り

ます。何事もなかったかのように .

1翠 Hl 若葉にふる雨の音楽. 木 島 由美 子

2紅蓮の池 i  夏に咲 く紅蓮、地獄 の

炎にも,」 えられる紅蓮、

美しさ、涅しさ、激しさ

を。

ぅ月読 : 日本吉来の月のilltの名

前が「月読 (つ くよみ )J

です.呼びかけあうよう

に。 ill様 が呼び力●ナるの

は だれ ?

P エ ス カ ン デ

木島 IH美 子 P エ ス カ ン デ

福島県|」馬市11● .イ歳よリヤマハ音楽教室に

て年ぶ.佐II幸子 lIに lT事. 形大学教育学書F

特設音楽科

“

業 国研究警修了.■山、編山を

藤原記欠氏に師事.平成 13年 山形県民ミュー

ジカル:イと咲+は
'の

■Jの作前より 本格的に

作山活動開始.社団法人日本lt山家協議会 ,rc
東北 I郎RК: 山形市児童劇研究会、各会員.

智和短期大学議師.

1971年 アルゼンチン■まれ,19,o年 にブエ /ス

アイレスの音楽院にて「Nf■ e、[Ю Nicional de

Mu、icaJを取4。 その後オラングに渡り Jオ ッ

ホのもとでチェン′`口とフォルテビアノを アムス

テルダムのロス

'ェ

ーリンク吉楽眈でRラ イナに

■山を学お.オ ラング オーストラリア アメリ

カ スベイン、1本他各国から委嘱を受け 色々

なジャンルのF品を■山している.ま た、チェロ

オクテット
‐
コン7ン ト イベリコ'の専属アレン

ジャーとしても活膿中.200年 アメリカアリエ

ノール件llコ ンクールにて猪 賞を受賞.籠野泉

氏の委嘱によリ ヴアイオリンとオ手のビアンの

ための小曲 ノクターンをlF由 している。


