尊敬 とあ こがれ
思 い 出を振 り返 るとき、誰 にで も専枚す る人 との出会 いがあるものです。
小 。中学校 の先輩 や先生方、憧れのスポーツit̲手 な ど、
専枚す る人か らの影響 によって人はその人の歴史 を重ねてい くもの。
数 々の大作曲家 の中 に もそんな出会 いがた くさんあ りま した。
‐
"と
音楽 の父
呼ばれた 」.S.バ ッハ はすべ ての音楽家 。作由家 に深 い感銘 を与 え、
モーツ ァル トの オペ ラはメ ロデ ィーの宝庫 とされ ました。
メンデルスゾー ンはそれ まであまり知 られる ことのなか ったバ ッハ の大作 をわずか 20歳 で指揮 し、
ベ ー トー ヴェ ン も大 バ ッハ を この上 な く専枚 してい ま した。
今 回の演奏会 はそんな作曲家同士の憧 れ と尊敬 の気持 ち
ダイナ ミックに組 み立 て られた ドイ
専枚 す る人 との出会 い や思 い 出に浸 りつつ 楽 し
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中木健 二 けェ

山形県上山市出身。桐朋女子高等学校音楽科を経て桐朋学
園大学音楽学部演奏学科卒業。その後渡仏。
2008年 パ リ 。エコールノルマル音楽院最高課程 コンサー
ティス トの修了試験で、 マルタ 。アルゲ リッチ、シプリアン・
カツ アリス、アブデル・ ラーマ ン・エル バシ ヤ、デ ビッ ト・
ライブ リー各氏が審査員の中、満場―致の首席でディプ ロマ
取得。同年イタ リア・ イモラ国際 ピアノアカデミーのディプ
ロマ取得。
2007年 第 10回 ジヤン・フランセ国際コンクール第 3位 (第
2位 無 し)。 2008年 第 1回 ヴアル・ ディゼール 国際 コンクー
ルグランプリ受賞。2009年 第 11回 イル ド・ フランス国際コ
ンクール第 2位 、併せて特別モーツ アル ト賞受賞。ベルギー・
ブ リュッセ ルで行われた音楽祭ではオーディシ ョンに合格
し、王立音楽院ホールで 二―ジニー・ ノヴゴル ド・ ク レム リ
ン交響楽団 とチ ヤイコフスキ ー ピアノ協奏曲第 1番 を共演。
ウィー ン・ ラズモフスキー弦楽四重奏団 とウィー ン、東京、
山形で共演。2010年 飯森範親指揮山形交響楽団定期演奏会で
‖
ラヴェル ピアノ協奏曲 卜長調を共演。また アフィニス夏の
‖
音楽祭 2010山 形 にて室内楽演奏会にゲス ト出演。 2014年
4月 よ り日本 へ拠点を移 し、国内外においてソロや室内楽の
演奏活動を行 つている。
これ までに一柳多津子、一 柳和男、須 田真美子、ギ グラ 。
カツアラバ、 レオニー ド・ マルガ リウス、 リカル ド・ リザ リ
ティ、アンヌ 。ケフェレック、室内楽をエ リック・ルサージュ
の各氏に師事。

愛知県岡崎市生まれ。3歳 よ リチ ェロを始める。東京藝術
大学を経て 2003年 渡仏。
ロームミュージ ックファンデーシ ョンの奨学生 と してパ リ
国立高等音楽院チ ェロ科に入学、07年 に同音楽院をプル ミエ 。
プ リ (― 等賞)お よび審査員特別賞をもつて卒業、引き続き
同音楽院第 三課程で研鑽を積む。同年スイス・ ベ ルン高等音
楽院ソリス ト・ ディプロマコースに入学、09年 同音楽院を首
席で卒業。また、04年 より 6年 間イタリアのキジアーナ音楽
院夏期 マスタークラスで A.メ ネセスのクラスを受講 し、最優
秀ディプ ロマ を取得 している。10年 フランス国立ボル ドー 。

http〃 www.mihonagataocom/

アキテーヌ管弦楽団首席奏者に就任。2005年 、第 5回 ル トス
ワフスキ国際チェロ・ コンクール第 1位 ならびにポーラン ド
放送局賞、EM⊂ Y賞 受賞。同年、第 16回 FLAME音 楽 コンクー
ル (フ ランス )優 勝。08年 第 1回 Note et Den国 際 フランス
音楽 コンクールでグランプ リな らびに ドビュッシ ー特別賞、
ブー レーズ特別賞を受賞。また 09年 にはスイス・ベ ル ンに
て ERchumi音 楽賞を受賞、さらに翌年ラフアエル弦楽四重
奏団 としてボル ドー国際弦楽四重奏 コンクール第 2位 な ど、
受賞多数。 これ までにチ ェロを久保田顕、林良一、河野文昭、
向山佳絵子、P.ミ ュレール、A.メ ネセスの各氏に、室内楽を
松原勝也、岡山潔、B.パ スキェ、⊂.イ ヴアルディ、F.サ ルク、
巨.ル・サージュの各氏に師事。2013年 10月 、デビュー ⊂D「 美
しき夕暮れ」を リリース (キ ング レコー ド)。 2014年 4月 帰国、
ソリス トおよび室内楽の演奏活動を本格始動。紀尾井 シンフォ
ニエ ッタ東京メンバー。東京藝術大学音楽学部准教授。
使用楽器は NPO法 人イエロー・エンジェルより貸与されて
いる 1700年 製 ヨーゼフ・ グァルネ リ。
http〃 www.keniinakagi.com
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