
13:30 

グリーグ 弦楽四重奏曲ト短調 

14:15 頃 

イザイ 無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番イ短調 

14:35 頃 
ハイドン バリトントリオハ長調 

ディヴェルティメントよりアダージョとフィナーレ 

休 憩 

15:05 頃 

モーツァルト フルート四重奏曲イ長調 

15:25 頃 
ハイドン 弦楽四重奏曲ハ長調「鳥」 

ベートーヴェン 弦楽四重奏曲「大フーガ」 

休 憩 

16:05 頃 
ショパン チェロソナタより第3楽章 

16:15 頃 

ショパン 子犬のワルツ/ 幻想即興曲 

16:35 頃 

ドヴォルザーク 弦楽四重奏曲へ長調「アメリカ」 

# 時間は目安です。演奏の都合により大幅にズレる可能性がございます。

プログラムノート
1. グリーグ 弦楽四重奏曲ト短調Op.27 

Vn1 石堂 慎士 / Vn2 八巻 一康 / Va 二本木 真宏 / Vc 萱森 康隆 

　色で言えば、濃緑がかったグレー。動物で言えば、コウモリ。四字熟語で言えば、情

緒不安。アニメで言えば、東京グール。俳優で言えば、綾野剛。血液型で言えば、B型。

のっけから超絶かっこいい曲をお送りします(聴き惚れ注意)。 

2. イザイ 無伴奏ヴァイオリンソナタOp.27 第2番イ短調 
Vn 高松 恭子 

　イザイの無伴奏ヴァイオリンソナタは、1924年にシゲティの演奏するバッハの無伴

奏ヴァイオリンのためのパルティータを聴き、感銘を受けて書かれたと言われている。

全6曲はそれぞれ6人のヴァイオリ二ストに捧げられていて、この第2番はジャック・ティ

ボーに献呈されている。4つの全ての楽章が暗く、憂鬱な、死と向き合った内容でグレ

ゴリオ聖歌の「死者のためのミサ」に含まれる続唱「怒りの日」に支配されている。 

第1楽章「OBSESSION＝執念＝強迫観念」は前奏曲と記され、冒頭以下何ヶ所もバッハの

無伴奏ヴァイオリンパルティータ第3番の前奏曲が引用され、それに「怒りの日」が続く。 

第2楽章「憂鬱」は弱音器を付けて弾き、最後に「怒りの日」の旋律がアドリブで奏される。 

第3楽章「亡霊の踊り」はピチカートで同じ「怒りの日」が和声付けして提示され、ミュ

ゼット（フランスの地方の民族音楽）の提示から変奏へと続く。 

第4楽章「復讐の女神たち」はローマ神話からの引用であり、激しく、憤激してと書か

れている。 

3. ハイドン バリトントリオハ長調第76番 /  
ディヴェルティメントよりアダージョとフィナーレ 

Vc1 菊地 史郎 / Vc2・3 川原 淳一 / Vc3・2 瀬畑 むつみ 
　今、音楽用語でバリトンと言えば、男声の声域を表す。（声楽の人に言わせれば、声

域だけではないらしいが。器楽ばかりの私にはよくわからない。）テノール、バリトン

baritone、バス。この曲名になっているのは、男声のバリトンではなく、楽器の名前。

Baryton　ヴィオール属に属する擦弦楽器であり、オーストリア・南ドイツ・東欧の一

部で18世紀末まで用いられた。ハイドンが、1782～1809だから、ちょうどこの時期に

あたる。ニコラウスI世はバリトンという楽器を非常に好み、自ら演奏もした。ハイド

ンはこのニコラウスI世の求めに応じて、それまで知らなかったバリトンという楽器を

研究し、126曲のトリオ（ バリトンとヴァイオリンまたはヴィオラとチェロ）、25曲

の二重奏、3曲の協奏曲などを作曲した。 

　バリトン、ヴィオラ、チェロの三重奏曲を、チェロ3人で演奏するように編曲したも

ので今日は演奏します。本当は、4人で参加する予定でしたが、１人都合で参加できな

くなったため、三重奏になりました。3人とも、宇都宮大学管弦楽団のOB・OGです。 

　【第76番ハ長調】この曲は、モデラート、メヌエット、フィナーレ　スケルツォ　

プレストの3つの楽章でできている、親しみやすい曲です。 

　【ディヴェルティメント】この曲は、前のバリトントリオの113番のアダージョ、ア

レグロ　ディ　モルトと、95番のメヌエットと、81番のフィナーレをまとめて、1つの

曲にしたものです。今日は、その中からアダージョとフィナーレを演奏します。

APA宇都宮例会 
二周年記念コンサート 

2018年7月28日(土) 13:30開演 
南宇都宮 悠日 にて 

プログラム

打ち上げのご案内 
プログラム終了後、引き続き会場にて 

会費実費￥3,000程度 

お客さまもご一緒にどうぞ。感想などお聞かせください。



　・序奏 Allegro-Meno mosso e moderatoト長調？Gを基調とするが、調性不明。 

　しっかり聴いて、よく憶えておいてください!! 最初の序奏（30秒ちょっと）の中に、こ

の曲で使う主題が全てわかりやすく提示されています。この限られたテーマだけを使って、

これからどれだけのことができるか、みててごらんなさいというベートーヴェンの自信の

ようにも感じられます。 

　・第1部 Allegro 変ロ長調 

　2つの主題の二重フーガ、かつ変奏曲。単純明快な造りでありながら、そもそも主題が半

音階でできているのと、リズムで変奏をしているため、峻厳さや、逃げても逃げても追っ

てくる恐怖感を与えることに成功している。 

　・第2部 Meno mosso e moderato 変ト長調 

　第1部であんなに厳しい顔を見せていたテーマが、同じ主題と一瞬わからないほどの優し

さをもって奏でられる。それに寄り添う、流れる透明な涙のような八分音符の第2主題が印

象的。問うては答え、問うては答え、入れ替わり立ち替わり連綿と綴りながら消えてい

き、クライマックスでチェロの高音域に現れるテーマはまさにこの世のものとは思えない

美しさ。ヴァイオリンやヴィオラなら簡単に弾ける音域であるところ、チェロにしか出せ

ない音色で深い感動を誘う。 

　・第3部 Allegro molto e con brio 変ロ長調 

　悪夢から醒めたような、世俗的な楽しい場面に始まる。4人一緒のリズミックな動きで、

弾いていても楽しいところ。変イ長調や変ホ長調で主題を変奏する場面は（弾き手の力不

足で？）聞き手が煙に巻かれがちな場所でもあるが、造りはシステマティックで和声進行

もスッキリしている。主題を見失わずに楽しんでいただければ幸い。　第3部の主部に戻る

直前、唐突に第2部のmeno mosso e moderato変イ長調が回想され、第2部の優しさと透

明な涙とはまるで違う、天に向かって慟哭するような、地を一歩一歩力強く踏みしめるよ

うなフォルテで演奏される所は衝撃的。　最後の最後に、第1部Allegroの断片、そして第2

部meno mosso e moderatoの断片が挿し入まれると、現実と悪夢は常に表裏一体である

と戒められた気分になる。 

　・コーダ Allegro molto e con brio 変ロ長調　 

　一瞬、また序奏から始まるのかと戦慄するようなユニゾン。しかし基調はGではなくB、

曲想もただのAllegroではなくAllegro molto e con brioとなっている。第一主題でずっと

回避されてきた第4音（ここではEs）が出てきてホッと人心地つく。映画館で映画を見終

わって、客席の明かりが点いたときのような感じ。マルティアリスの詩の一節 ”vive 

hodie（今日生きよ）”や、ローマの格言 ”vive memor mortis（死を忘れずに生きよ）”

を思い出す。なんだかんだ言って最終的に明るい現実で終結するのは、ベートーヴェンら

しいサービスか、彼自身が救われたいという願望の表出か。 

　今は亡きベートーヴェンの、才能のみならず人となりが発露された、狂おしくも愛おし

い作品。 

　これだけの少ない素材で、これだけの目に見えるものや見えないものまでをも緻密に表

現し、なおかつ強い一貫性が保たれているというのは、傑作以外の何物でもないと言い切

りたい。後期弦楽四重奏作品群は、限界まで不要なものを取り除いた作品が殆どであるが、

そういった作品とは一線を画し、むしろ加えていくことによって世界の拡がりと深まりを

増していった作品。 

　作曲家と、演奏者と、聴衆が揃って初めて芸術作品は成り立つと常日ごろ思う。その三

者に求められる責任の比率は、曲によって様々であるが、この曲は極めて優れた作曲家に

よる傑作で（ありながら）、なお演奏者にも極めて優れた表現力を要求し、かつ聴衆にも

極めて優れた読解力を求めるという珍しい作品ではないだろうか。 

　演奏者は残念ながら力不足であるものの・・・聴かれる皆さまには、混沌とした中に常

にフーガ主題があり、同じ主題が場面によって全く異なる表情を見せている様子を見て、

ベートーヴェンの描いた世界はどんなものなのか、感じたり考えたりしていただければ幸

いです。

4. モーツァルト フルート四重奏曲イ長調K.298 
Fl 川崎 聡志 / Vn 上矢 雅幸 / Va 山田 美津子 / Vc 菊地 史郎 

　モーツァルト作曲のフルート4重奏は4曲ある。前半3曲は、モーツァルトが21歳の

1777年パリへ向かう途中のマンハイム滞在中にアマチュアフルーティストから依頼さ

れて作りました。対して今回演奏する4曲目A-Dur K298は、1786年「フィガロの結

婚」「交響曲第38番プラハ」の作曲時代と重なり、当時ウィーンで流行っていた歌曲

をモティーフとして作曲されました。モーツァルトの時代のフルートは、現代の楽器に

比べ、音量、音程、すべてにおいて現代のものより不安定で、モーツァルトは父への手

紙で我慢ならないとぼやいていました。それでも後期の交響曲やオペラでは、フルート

はオーボエ同等の重要な役割を担っています。円熟期を迎えたモーツァルトの軽快な室

内楽をお楽しみください。（楽譜は、ミュンヘンのG.Henle Verlag原典版を使用しまし

た。） 

      ・Thema  Andante　4つのバリエーション 
      ・MenuettoとTorio 
      ・Rondo　Allegretto grazioso 

5. ハイドン 弦楽四重奏曲ハ長調「鳥」Op.33-3 
Vn1 高松 恭子 / Vn2 慶光院 尚子 / Va 浅生 穎一 / Vc 桑名 俊光 

　作品33も通例によって6曲から成っています。6曲ワンセットというのはどうやら印

刷屋の販売政策上、なるだけ多くの楽譜をワンセットとして売りたいためにこういう数

が選ばれ、それが習慣になったといわれています。この6曲の中で「鳥」が最も良く知

られています。（他には作品2「冗談」も有名） 

第1楽章 Allegro moderato 

出だし1小節、第二ヴァイオリンとヴィオラの八分音符のキザミがピタリ揃うと第一

ヴァイオリンがスケート靴でも履いてきたかのようにＧ音を滑らかに滑らせてはいって

くる予定ですが、この合わせがうまく奏でられますように。 

第2楽章 Scherzo, Allegretto 

第1楽章の明るさと対照的なくすんだ彩をもったスケルツォです。中間部トリオでは二

つのヴァイオリンが小鳥の”さえずり”をかなでます。 

第3楽章 Adagio 

ハイドン特有の叙情性が感じられますがどことなく重い印象があります。節度ある淡や

かな叙情性に満たされればよいのですが。 

第4楽章 Finare. Rondo, Presto 

軽快そのもののロンド・プレストです。単純明快なハ長調の和音が、軽やかな弓さばき

と共に、飛び跳ねます。多少鈍重だった第3楽章を吹き飛ばすように4人が快走に快走

をかさねて、あっという間にフィナーレが駆け抜ける。その間にハンガリー風の旋律が

いきなりぶつけられる。かと思えば、お得意のゲネラル・パウゼ（1小節の全員休符）

が、見はからったようにぽっかり穴をあける。ハ長調の快走を共に楽しめれば幸いであ

ります。 

　ベートーヴェン 弦楽四重奏曲「大フーガ」Op.133 
　ベートーヴェンが亡くなる2年前、54歳のときの作品。「第九」よりも後で、聴力は

完全に失われていた頃。もともとは弦楽四重奏曲第13番の最終楽章でしたが、「もっ

と耳馴染みのいい終楽章に書き直してほしい」との声が強く、ベートーヴェンは新たに

終楽章を作曲し、こちらの終楽章所謂「大フーガ」は、弦楽四重奏曲第13番とは切り

離して単独で出版されました。廃棄せずにちゃんと別に出版してくれたのは、本当に有

難いと思います。

6. ショパン チェロソナタ　        
Vc 菊地 史郎 / Pf 岡本 真生子 

　ピアノ独奏曲が作曲の大半を占めるショパンがチェロのための作品を3曲残したのは、彼

がピアノの次にチェロという楽器を愛していたからであるが、チェロソナタの作曲の動機

には、彼の親友でチェリストであったオーギュスト・フランショーム（フランコーム）の

存在が大きい。 

　今日は、4つの楽章の中から、第3楽章ラルゴを演奏します。チェロとピアノの右手が交

互にメロディーを紡いでいくという、わかりやすい構成になっています。最初は、2小節で

2回これを繰り返しますが、その後、3拍ずつ2回、そしてピアノが5拍、その後、チェロが

少し長く、4小節。ピアノが2小節、チェロが6小節歌った後、最後にピアノが2小節、最後

の最後は、チェロ。こうして、2分の3拍子、全部で29小節しかありませんが、ショパンら

しいとても美しい楽曲になっています。私たちの練習を聞いていた、宇都宮例会のの人が、

「癒されますねー。」と言ってくれましたが、まさにそのことばのとおりの曲です。 

　ショパン国際ピアノコンクールの全国大会とアジア大会で金賞をとった岡本さんと、ショ

パンを共演できて幸せです。 

7. ショパン 幻想即興曲 　　　　　　　       
 Pf 岡本 真生子 

　「即興曲第4番」とも呼ばれるこの曲は、ショパンが残した4曲の即興曲の中で最初に書

かれた作品だと言われ、彼が世を去った後に友人によって遺作として出版されています。

旋律の美しさが魅力で、ショパンの手癖をそのまま反映している箇所も多いと思われ、ピ

アノに向かって気分のままに浮かんだ楽想を書き留めたら曲として出来上がったとも考え

られています。 

　ショパン 子犬のワルツ 

　ショパンの恋人であるジョルジュ・サンドが飼っていた小犬が、自分のしっぽを追いか

ける様子を音楽にしたものです。CMでも用いられる名曲であり、コロコロとした音の紡ぎ

が印象深いです。 

8. ドヴォルザーク 弦楽四重奏曲ヘ長調「アメリカ」Op.96 
Vn1 小川 宏子 / Vn2 小松崎 倫子 / Va 山田 美津子 / Vc 菊地 史郎 

　この曲は，ドヴォルザークが故郷のチェコを離れ，ニューヨークの国民音楽学校長の職

にあった1893年に作曲されました。有名な交響曲第9番｢新世界から｣も，同じ時期に作曲

された作品です。 

　第1楽章 冒頭の第一主題がビオラで奏されます。すぐに第1バイオリンに受け継がれ，

その後､各パートが代わる代わる主要な音を担い，楽しげな音や，悲しげな音が次々に現れ

て，最後は華やかに終わります。 

　第2楽章　ドヴォルザークの深い望郷の念にあふれた，美しく切ない旋律を，第1バイオ

リンとチェロが奏でます。時々現れる第2バイオリンの合いの手にもご注目下さい。 

　第3楽章　軽やかな3拍子の踊りの音楽です。スカートの裾を踏んで転ばないように… 

　第4楽章　第2バイオリンとビオラが蒸気機関車を走らせます。車窓からはのどかな風景

や，夕暮れ時の寂しげな風景など，様々な光景が現れます。最後は，蒸気機関車はスピー

ドを出して走り，駅に到着，ブレーキがかかって停止します。皆様方にも，様々な風景が

ご覧頂けるよう演奏できれば幸いです。


