塩見ギター教室

発表会

主な演奏曲

曲目解説（第 1 回―第 19 回）
新しいものから順

クバーナ 5 つのバガテルより第 3 曲（W.ウオルトン）
20 世紀のイギリスを代表するウィリアム・ウォルトンの唯一のギター作品。イギリスの作曲家マルコム・
アーノルドに献呈され、ジュリアン・ブリームにより初演。
「アレグロ」
「ゆるやかなワルツ」
「キューバ
風に」
「表情豊かに」
「激しく突進して」の 5 曲からなります。激しい跳躍、トッカータ風音型、ストリン
グ・ヒット、ラテン・リズムなども織り込まれた技巧的な作品ですが、明快で表情豊かな親しみある作風
で、多くのギタリストが愛奏する傑作です。今回は、この第 3 曲「キューバ風」を演奏します。第 16 回
（R１．９）の再演です
シャコンヌ（H.パーセル）
H.パーセルは、バロック時代におけるイングランドの作曲家。イタリアやフランスの影響を受けつつ独
自の音楽を生み出した、最も優秀なイギリス人の作曲家の 1 人です。明るく透明感のあるイギリスのシ
ャコンヌをお楽しみください。第 11 回（H30.６）の再演です。
亡き王女のためのパバーヌ（M.ラベル J.W.デュアルト編）
ラヴェルのピアノ作品中最も有名と思われる作品。作曲者自身気に入ってはいなかったが、晩年、認知
症？になった際、
「誰が作ったか知らないが、いい曲だ」といったとか・・・・。
タイトルは、ベラスケス画「王女の肖像」から着想を得たとも。パヴァーヌというのは典雅なゆったりと
した古典舞曲の形式です。私にとっては、難易度最高点の曲です！
『ギターのための 5 つの小品』より「ロマンティコ」
ピアソラが作曲した唯一のギター曲「ギターのための 5 つの小品」からの第 3 曲。これも、私にとって
は、難易度最高点の曲ですが、昔は、この曲が弾けたら思い残すことない！なんて思っていたほどほれ込
んでいた曲です。
涙のパバーヌ（J.ダウランド）
ダウランドは、イングランドの作曲家、リュート奏者。イングランドで、宮廷リュート奏者を望むも、カ
トリック教徒であったため聖公会（イングランド国教会）のイングランドでは受け入れられず、国外に職
を求めました。ヴェネツィア、フィレンツェなどヨーロッパ各地を遍歴し、デンマークでクリスチャン 4
世付きのリュート奏者を務めたそうです。その後、イングランドへ戻り、国王付きのリュート奏者となり
ました。ちなみに、ダウランドは、短気で貪欲な人だったらしく、あの性格からあの美しい曲が生まれる
ので信じられないと言われていたそうな・・・・。
幸福の硬貨（菅野祐悟編、林そよか編）
現在ヒット上映中の「マチネの後で」の挿入曲。小説上の架空の曲でしたが、小説で売れている際に作曲
されたのが林そよか版。今回の映画化にともない作曲されたのが管野版。
どちらも、せつない気持ちがよく歌われているかと思いますが、いかがでしょうか。

組曲「スペインの城」より 王女は眠る、悲歌、静思（F.M.トローバ）
組曲「スペインの城」は、スペインの指揮者・作曲家であるモレノ・トローバの作品。トローバの作品の
中には明らかにラヴェルやドビュッシー、サティなどフランス印象派の影響がみられます。かつて栄え
たスペインの象徴として、朽ち果てて見る影も無い状態になってしまった「今」の象徴としてスペインの
「城」ほど相応しい題材はないように思えますとのこと。・・
ブエノスアイレスの冬（A.ピアソラ）、スワン・プリンセス（K.ヴァシリエフ）
「ブエノスアイレスの冬」は、ピアソラの代表作「ブエノスアイレスの四季」から第３曲です。ブエノス
アイレスは、アルゼンチンの首都。ちなみに、季節は夏から始まる？そうです。
「スワン・プリンセス」は、ロシアの現在の作曲家ヴァシリエフが、ギタリストイリナ・クリコバに捧げ
た曲。白鳥が羽を震わせながら池にたたずみ、飛び立っていく様子を風景描写的に作曲しています。恐ら
く、皆さん聴くのは初めてかと。
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11 月のある日、エリのためのパッサカリア、HIKA（L.ブローゥエル）
今回は、レオ・ブローウェルを３曲演奏します。L.ブローウェルは、キューバの作曲家、ギタリストで
指揮者です。ギタリストとして 1980 年代まで活動していましたが、右手中指の腱を痛めたのがもとで
以降は作曲・指揮活動を中心に活動しているそうです。彼の作品の大部分はギター独奏曲ですが、ギタ
ー協奏曲や 40 本以上の映画音楽も手がけています。
「１１月のある日」も映画音楽として使われまし
た。
「エリのためのパッサカリア」は、カナダのギタリスト、エリ・カスナーの７５歳の誕生日に送ら
れた曲です。また、
「HIKA（悲歌）
」は、福田進一に捧げられた曲で、
「武満徹の思い出」という副題が
ついています。
もしも彼女に尋ねたら / D.レイス
ブラジルの作曲家。
「もし、彼女が私のこと好きかどうか、私に、尋ねてくれたら・・」。好きなのに振
り向いてくれない冷い彼女を慕ったいじけ男の心情を歌ったうた、だそうです。3 年前の第 2 回発表会
以降の再演です。
サウダーデ ＮＯ３ / Ｒ．ディアンス
R.ディアンスの作曲作品最初の曲がこの「サウダーデ」
。ＮＯ１から３までありますが。今回は NO3。
ちなみに、サウダーデとは、郷愁、憧憬、思慕、切なさをあらわすポルトガル語。
冒頭は、現代曲風の意味不明的な曲ですが、アマゾンのジャングルを表しているとの話も。やがてノリ
のいい曲「ダンス」に！（乗って弾けるか？）
ジュリーの海と空 / LICANFENG
日本人作曲家 LICANFENG による映画音楽。日米開戦によって引き裂かれた日本人男性と米国人女性
ジュリーの物語。男性は、神風特攻隊として出撃するが・・・・・・・というような物語です。ただ、
曲は、ＮＨＫの朝ドラのような曲だとも・・・・・・
パサーへ・アビエルトより プレリュード / Ｅ．ソリス
E.ソリスは、１９６３年生まれ、中央アメリカのコスタリカの作曲家です。スペインとフランスに留学
しました。現在、アフロカリビアン（キューバを初めとするカリブ海沿岸の諸国の民族音楽）の旗手と
して多くのアーティストと共演し、世界的に活動しているそうです。曲名のパサーヘ・アビエルトは、
直訳すると「開かれた道」
。プレリュードとダンサの 2 曲から構成されていますが、本日は、プレリュ
ードを演奏します。
アラビア風奇想曲（F.タレガ）
アラビア風奇想曲は、別名「カプリチォ・アラベ」
。「アルハンブラ宮殿の思い出」とともに、F.ﾀﾚｶﾞの
代表作で、ギターの古典の中での名曲中の名曲です。
イル・デ・レ（ﾃﾞｨｱﾝｽ編）、ひそひそ話（ピシンギーニャ）
R.デイアンスのシリーズから「イル・デ・レ」。タイトルを訳すと「レ島」ですが、レ島はフランスの
西部海岸の島で、リゾート地なのでしょうか。（これまで弾いてきた曲の中では、私にとっては、一
番、苦労している曲です！！特に、中間部のジャージィーな部分は強敵です！）
。
エストレリータ（M.ポンセ）、ショーロ鐘の音（ペルナンブコ）
スペインの作曲家 M.ﾎﾟﾝｾの最もポピュラーな「小さな星」という名の小曲。3 年前の塩見教室のおため
しレッスンの課題曲でお願いした曲ということで、第 1 回発表会で演奏した曲の再演です。また、2 曲
目の「ショーロ鐘の音」も第 1 回発表会の演奏曲です。
ジュリアナのショーロ（ペレイラ）
ペレイラは、ブラジルの作曲家兼ギタリスト。「5 つのブラジル風小品」の 1 曲で、作曲者自身の娘に捧
げられたショーロで、生まれて数か月の彼女を寝かしつけるときにギターを弾きながら即興的に作った
曲だそうです。以来、自作自演する曲の中では最も多く演奏した曲でもあるそうです。
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デ・ラ・ルンバ・ソン（E.マーチン）
ソン (son) とは、キューバ起源のラテン音楽のジャンルです。前半のメロディーの歌曲形式と、後半の
モントゥーノと呼ばれるソロ歌手とコーラスの掛け合いの形式をとるそうです。この掛け合い部分を強
調したものをソン・モントゥーノと呼ぶこともあれば、モントゥーノ部分がないものもあるということ
で、今回は、もちろんコーラスはついていません。楽譜は 13 ページもある長い曲ですが、今回は、新
兵器導入でチャレンジします！！
フェリシダーデ（ﾃﾞｨｱﾝｽ編）、サウダーデ NO2（R.ディアンス）
R.デイアンスのシリーズから 2 曲。１曲目は、有名なボサノバ曲『フェリシダーデ』
。ご存知、カルロ
ス・ジョピンの作曲で、映画「黒いオルフェ」の挿入歌です。「哀しみには終わりはない。幸せにはあ
るけれど・・・」とい歌われる結構静かな曲ですが、ディアンスの編曲で、快適に？演奏します。2 曲
目は、サウダーデ NO2。R.ディアンスの作曲作品最初の曲がこの「サウダーデ」NO1 から３まであり
ますが、今回は NO2。ちなみに、サウダーデとは、郷愁、憧憬、思慕、切なさ、などの意味合いを持
つ、ポルトガル語だそうです。
愛の賛歌、いつの日にか、原爆のジャバ /R.ディアンス編
R.デイアンスのシャンソン編曲シリーズから 3 曲。１曲目は、有名な『愛の賛歌』。マルグリット・モ
ノーが作曲したシャンソンを代表する曲で、世界中で親しまれています。日本では岩谷時子の訳詞によ
り越路吹雪が歌ったものが有名です。おしゃれなﾃﾞｨｱﾝｽの編曲でチャレンジします。次のムルージの
「いつの日にか」は、寝台にまつわる 4 つのエピソードを集めた映画「寝台の秘密」の挿入歌で、彼自
身がトラックを運転しながら歌っています。最後のラン・ゴルァ作曲の『原爆のジャバ』は、田舎町に
住むおっさんが、日曜大工で射程半径 3.5ｍの原爆を作っているというお話のユーモアあふれる曲。最
後は、爆発してしまいますが。
あるタンゴ弾きへの哀歌 / M.D.プホール
マキシモ・ディエゴ・プホールは 1957 年生まれのアルゼンチンのギタリスト＆作曲家です。「あるタン
ゴ弾き」とは、A.ピアソラのことで、彼の死を悼んで書かれた曲です。「1.困惑」
「2.憂鬱な気分で」
「3.
エピローグ」の３曲から構成されています。ピアソラが亡くなったことで、混乱し、憂鬱になった気分
が、そのまま伝わる曲です。最終曲は、ピアソラを超えていこうというプホール独特のカッコよさと哀
愁が交互に出てくる会心作のような気がします。
名もなきワルツ / Ｂ．パウエル
ブラジルのボサノバ・ギタリストであるバーデンパウエルの作品です。ボサノバの本質とよくいわれる
のが「サウダージ」
、日本語訳で「郷愁」
。とても、ロマンチックで、色気のある「郷愁」を感じている
のは、私だけ・・・・・・・？
イギリス組曲 / Ｊ．Ｗ．デュアート
イギリスの作曲家であるデュアートは、大学を卒業後、科学者としてその分野の仕事をしながら、趣味
のギターが高じて、作曲活動を続けました。また、著名な音楽評論家ともなり、さらに、ギター教授と
しても「ギター奏法の基礎」などの教本を多数出版していて、まさに多彩な活動から生まれたギター界
の重鎮的存在です。この「イギリス組曲」は、セゴビアとエミリア夫人の結婚祝いに贈られた作品で
す。晴れやかで爽やかな作風がとても心地のよい作品です。
「プレリュード」「フォークソング」
「ラウ
ンド・ダンス」の 3 つの曲から成り立っています。イギリス（アイルランド？）の風景を感じさせる曲
ですが、どこか、ゲーム音楽的な雰囲気が・・・と感じるのは私だけ？
ソナタ ボッケリーニ賛より 2 楽章、3 楽章（M.C．テデスコ）
マリオ・カステルヌオーヴォ-テデスコは、ユダヤ系のイタリア人作曲家です。テデスコが、セゴビアの
依頼に答えた作品 71 という作品を受け取ったセゴビアが、・・
「次は、もっと大作を書いてくれ。あなたの同胞であるボッケリーニは、偉大なギターの崇拝者です。
ボッケリーニの讃歌というタイトルで、4 楽章のソナタを書かないですか？」
このソナタ「ボッケリーニ讃歌」は、1934 年セゴビアによって初演されました。この曲は伝統的な 4
つの楽章からできています。今回は、この曲の内側の 2 楽章、3 楽章です。
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ファンタジア(L.S.ヴァイス)
ヴァイスは、ドイツ後期バロック音楽の作曲家・リュート奏者です。リュート曲は、600 曲作曲したそ
うで、後半生には J.S.バッハと親交を結んだとも言われています。ファンタジアは、前半は小節線なし
のプレリュード、後半はフーガ風、コンパクトな美しい曲です。
ミロンガ（24 南米の小品より） （J.カルドーゾ)
ホルヘ・カルドーゾは、アルゼンチンで生まれのギタリスト、作曲家。医者の免許も持っている。
「ミ
ロンガ」とは、アルゼンチン、ウルグアイの民謡・舞曲。キューバのハバネラが起源ともいわれ、のち
にタンゴに発展したリズムです。ソロ、二重奏ありますが、今回はソロで。
アルフォンシーナと海（Ａ．ラミレス）
「アルフォンシーナ」とは、アルゼンチンの女流詩人の名前です。スイスに生まれ、アルゼンチンに戻
り詩人として活躍しましたが、病に侵されたこともあり、若くして海に身を投げその生涯を閉じたので
す。この作品はラミレスの「アルゼンチンの女たち」という組曲の中の 1 曲で、フォルクローレの名曲
として知られています。今回は、ディアンス編で演奏しますが、5 弦Ｂ、6 弦Ｄに調弦するため、頭が
混乱しないよう弾かなければいけないところが辛いかな！！
ひまわり（ﾍﾝﾘｰ.ﾏﾝｼｰﾆ）
1970 年のイタリア映画「ひまわり」の主題歌です。ソフィア・ローレンと恋人役のマルチェロ・マス
トロヤンニの悲哀の物語で、ひまわりで埋め尽くされた背景が印象的でした。
「5 つの小品」より ロマンティコ(A.ピアソラ)
ピアソラとの同国人でギタリストのＲ．アウセルのために書き下ろされた曲で、5 つの小品からなりま
す。
「ロマンティコ」は、その第 2 曲で、港町に住み着いた移民のノスタルジーを伴ったロマンティズ
ムあふれる作品です。が、難曲なので、相当に遅いテンポで弾きます！
フーガ イ短調 BWV1000（J.S.バッハ）
無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ BWV1001 は、ヴァイオリン独奏の楽曲として、今日では名作の一
つ。バッハ自身が、この曲の第 2 楽章を、リュートのために編曲しました。3 声部が掛け合って流れる
ポリフォニー形式の曲ですが、3 声部の弾き分けはむずかしい！！
もしも彼女が尋ねたら（Ｄ.レイス）
ブラジルの作曲家。
「もし、彼女が私のこと好きかどうか、私に、尋ねてくれたら・・」。好きなのに振
り向いてくれない冷い彼女を慕ったいじけ男の心情を歌ったうた、だそうです。
ファンタジア NO7（J.ダウランド）
イングランドのリュート奏者、作曲家。ダウランド自身は、その名のもじりである "semper dolens"
（常に嘆いている）を標榜したが、陽気な人間であったと伝えらているそうです。
エストレリータ / ﾏﾆｭｴﾙ･ﾎﾟﾝｾ
スペインの作曲家 M.ﾎﾟﾝｾの最もポピュラーな「小さな星」という名の小曲。塩見教室のおためしレッ
スンの課題曲でお願いした曲ということでも、今回の発表会の最初の演奏曲として選曲しました。
ショーロ 鐘の響き / P.ﾍﾟﾙﾅﾝﾌﾞｰｺ
ギター曲では、
「禁じられた・」
「アルハンブラ・・」につぐ有名な曲かも。後半の二重奏バージョンと
比べてください。
サラバンデ / G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ
塩見先生から、サラバンデとは「男性的でエロチックな舞曲のこと」という指導を受けたこともあり、
今回選曲しました。原曲は、バロック時代のチェンバロ曲で、どっしりと落ち着いたテーマと、2 つの
変奏曲から構成されています。
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曲目紹介（二重奏・三重奏）
アンクラージュマン（F.ソル）

Ｇ：矢ヶ部輝明＋塩見先生

ソル作曲による二重奏の代表的作品。”励まし”という意味のフランス語で、6 楽章からなり、二台のギタ
ーが互いに語り掛けあいながら（励まし合いながら）、曲が進んでいきます。平成 27 年 6 月に、江頭・
矢ヶ部で演奏しました。
協奏風変奏曲（M.ジュリアーニ）

Ｇ：矢ヶ部輝明＋塩見先生

M.ジュリアーニは、イタリア、ナポリ王国のギタリスト・作曲家で、19 世紀初頭におけるクラシック・
ギターのヴィルトゥオーゾの一人と看做されています。
今回演奏する「協奏風変奏曲」は、ジュリアーニの作風の典型的な作品で、序曲から、テーマ、そして、
６つの変奏曲につながる演奏時間１５分以上もかかる大曲です。レッスン曲としての意味も含め、矢ヶ
部が無謀にも 1st を担当します。
テ・バス・ミロンガ、カリニョーゾ（ピシンギーニャ）

演奏：矢ヶ部輝明＋塩見先生

「テ・バス・ミロンガ」は、アルゼンチンの作曲家アベル・フレウリの曲で、タイトルの意味は「ミロン
ガよ、君は行ってしまうんだね」ということで、ミロンガに対する哀愁を歌ったもの。「カリニョーゾ」
とは、優しい調べという意味だそうです。
ジョンゴ /ベリナティ

演奏：矢ヶ部 輝明＋塩見先生

「ジョンゴ」は、アフリカのアンゴラからブラジルへ伝わった音楽です。ジョンゴは、太鼓のリズムにの
って歌われるもので、人びとを催眠術にかけるように恍惚に誘う、精霊への呼びかけの秘儀の音楽だそ
うです。さて、精霊は呼びかけに応じてくれるでしょうか？
サマータイム（ガシュイン：塩見大二郎編）

演奏：江頭寛明＋矢ヶ部輝明＋塩見先生

ジョージ・ガーシュウィンが 1935 年のオペラ『ポーギーとベス』のために作曲したアリア。現在までに
少なくとも 2600 を超えるカヴァーが産み出されているそうですが、ビリー・ホリデイが歌ったものがヒ
ットして以来、ジャズにおけるスタンダードとなっています。今回は、塩見先生編曲でお送りします。
不良少年（武満徹）
羽仁進監督の映画『不良少年』主題曲の演奏会版で、佐藤紀雄による編集です。映画そのものの評判はあ
まりよくありませんが（というか、ほとんど知られていない）、曲は、とても、おしゃれな曲です。
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演奏：江頭 寛明＋矢ヶ部 輝明
ラメントス /ピシンギーニャ
ピシンギーニャは、ブラジルの作曲家、演奏家、編曲家。彼は、ショーロを一つのジャンルとして大きく
開拓し、ボサノヴァにも影響を与えました。
「ラメント」とは、「嘆き」です。第 6 回発表会（H29.2.4）
第１０回発表会（H30.3.3）にも演奏しました。
セレナーデ OP.96(F.カルリ)
カルリ(前出)の二重奏の作品です。大きく 3 つの楽章からできています。最初は、重層的な序奏に軽快な
曲が続きます。中間に穏やかな楽章をはさみ、のびやかな最終楽章がつづきます。第５回発表会（H2８.10.
２）の再演です。
ニューシネマパラダイス（Ｅ．モリコーネ）
「ニュー・シネマ・パラダイス」は、1988 年公開のイタリア映画。監督はジュゼッペ・トルナトーレ。
音楽は、E.モリコーネが担当。彼は、
「夕陽のガンマン」等のマカロニウエスタンの映画音楽を担当。今
回は、ギタリスト鈴木大介編で演奏します。
（Ｈ２７．１０の再演）
また君に恋している（森正明）、
「また君に恋している」
。もともとは、2007 年に発売されたビリー・バンバンの曲ですが、2009 年に坂
本冬美によるカバーでブレークした曲。作曲は、新庄市出身のギタリストの森正明氏。ギターデュエット
の「いちむじん」によるアレンジで演奏します。
（Ｈ２７．７の再演）
夜明けの光の中で（J.M.レーモン）、日没（R.ゲラー）
「夜明けの光の中で」はフランスのギタリスト兼作曲家、ジャン・マリー・レーモンの曲で、生涯の友で
ある日本のギタリスト稲垣稔に送られた曲です。稲垣稔は、大阪で有数のギターコンクールを高校生の
時優勝して、すぐに渡仏。世界でも、最難関といわれたパリ高等音楽院に合格し、パリの国際ギターコン
クールで優勝。２０１３年に５４歳で他界。
「日没」は、キューバ出身（現マイアミ在住）のギタリスト兼作曲家、レイ・ゲーラの曲。第１回発表会
（平成２７年７月）の再演です。
二声のインベンション NO.1,8,13 /J.S.BACH
インベンションは、バッハが、クラヴィーアのための曲集です。演奏だけでなく、作曲も視野に入れた優
れた教育作品として、現在も高く評価されており、現代のピアノ学習者のための教材としても広く用い
られています。二重奏が、一台のピアノ演奏のように聴こえますか？
ドン・ペレス・フレイレ /A.バリオス
A.バリオスは、パラグアイのギタリスト・作曲家・詩人で、パラグアイの 5 万グアラニー紙幣に肖像が使
用されているそうです（前回、説明済）
。彼の独奏曲を、今回は二重奏で。
ドン・ペレス・フレイレに捧ぐ /A.バリオス
A.バリオスは、パラグアイのギタリスト・作曲家・詩人で、パラグアイの 5 万グアラニー紙幣に肖像が使
用されているそうです（前回、説明済）
。彼の独奏曲を、今回は二重奏でお楽しみください。
「ドン・ペレ
ス・フレイレ」とは、フレイレの息子さんの意味？？
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三千院 /A.ヨーク
作曲家としても高名なギタリスト，アンドリュー・ヨークが来日した際、京都の三千院を訪れ，受けた感
銘をギター二重奏曲にまとめあげた作品です。三千院は、京都市左京区大原にある天台宗の寺院で、山号
は、魚山、本尊は薬師如来、開基は最澄ということです。 京都市街の北東に位置する山中、かつては貴
人や仏教修行者の隠棲の地として知られた大原の里にある由緒あるお寺です。
「パルティエ・ポロネーズ」序曲、ハーレクイネード / G.テレマン
テレマンは後期バロック音楽を代表するドイツの作曲家で、クラシック音楽史上もっとも多くの曲を作
った作曲家で、現在、ギネス登録されているそうです（4,000 曲以上）。
テレマン自身も オルガン、ハープシコード、リコーダー、リュートなど多くの楽器を演奏することがで
きたそうです。ちなみに、ハーレクイネードとは、英国で流行ったコメディア･デラルテ(道化役アルレッ
キーノ)から派生した芸能で、
「パントマイム」
「無言劇」等と訳されます。
間奏曲 / M.ポンセ
ポンセは、メキシコの作曲家・音楽教師、ピアニストです。彼の作曲した曲で、よく知られているのはギ
ター曲が多いですが、今回は、彼のピアノ曲を、L.アルメイダが編曲した二重奏で演奏します。とても美
しい曲ですが、1st は、ハイポジションが続く難曲？です。
ポル・ウナ・カベーサ / C.ガルデル
カルロス・ガルデルは、アルゼンチン生まれの歌手兼俳優。人気の絶頂期に飛行機事故で急逝。この曲は、
映画「タンゴ・バー」 の挿入歌として作曲したもので、タンゴの有名曲の一つ。曲名は競馬用語の「首
（ひとつ）の差で」を意味します。
「ギャンブル好きのダメ男が、あと一歩のところで最愛の女性を横取
りされ、その悔しさを競馬に例えて歌っている」そうです。
ワルツ風の詩 / A.ピアソラ
A.ピアソラの、けだるさのなかにも爽やかさと秘めた力強さを感じる不思議な曲です。
Naquele Tempo（あの頃） / ピシンギーニャ
前回の「ラメントス」に続き、再度、ブラジルの作曲家、演奏家ピシンギーニャの曲です。
二つのマンドリンのための協奏曲第 2 楽章（Ａ．ビバルディ）
ヴィヴァルディ (1678-1741) は マンドリンの協奏曲を ３つ残していますが、この曲は堂々としてい
て、かつ洗練された、彼ならではの明るさのある協奏曲で、演奏会で取り上げられる機会の多い曲で
す。今回は、2 楽章をギタデュエットでお楽しみください。
ラメントス（ピシンギーニャ）
ピシンギーニャは、ブラジルの作曲家、演奏家、編曲家。最初はフルート奏者でしたが、後年にサクソ
フォーンに持ち替えました。彼は、ショーロを一つのジャンルとして大きく開拓し、ボサノヴァにも影
響を与えました。ちなみに、彼の誕生日 4 月 23 日は「ショーロの日」だそうです。代表曲は、ブラジ
ルの第二の国歌と言われる「カリニョーゾ（Carinhoso）
」です。「ラメント」とは、「嘆き」ですが、
「Lamentos」は、その複数系？
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セレナーデ OP.96(F.カルリ)
カルリ(前出)の二重奏の作品です。大きく 3 つの楽章からできています。最初は、重層的な序奏に軽快
な曲が続きます。中間に穏やかな楽章をはさみ、のびやかな最終楽章がつづきます。さて、前回のブラ
ームスのリベンジができるでしょうか・・・・
ミスティ（エロル・ガーナー、塩見大二郎編）
ジャズ・ピアニストのエロル・ガーナーによって作曲されたスタンダード・ナンバーの一つであり、ま
た、ガーナーのもっとも有名な作品です。空路移動中だったガーナーが、霧中を飛行する旅客機の窓外
を眺めているうちに着想したという逸話と、友人が「霧のようにぼんやりした曲だ」と評したことで
『ミスティ』とつけられたそうです。
明るい表通りで（ジミー・マクヒュー、塩見大二郎編）
ミュージカル『リュー・レスリーのインターナショナル・レビュー』で最初に紹介された作品で、その
後、この曲は、ジャズのスタンダード・ナンバーとなります。
アダージオ(A.マルチェロ)
イタリアの作曲家マルチェルロによるオーボエと弦楽合奏のための『オーボエ協奏曲 ニ短調』の 2 楽章
です。イタリア映画「ヴェニスの愛（ベニスの愛）
」テーマ曲として知られ、アルビノーニのアダージョ
と並んで人気が高い曲です！
主題と変奏（Ｊ．ブラームス）
ブラームスの弦楽六重奏曲第 1 番の第 2 楽章をギター二重奏に編曲したものです。この作品は、主題と
6 つの変奏から成り、ベートーヴェン的でもあり民謡風でもあるエネルギッシュ主題から始まります。途
中、ニ短調からニ長調へと変わり、一転して穏やかになりますが、最終変奏でニ短調に戻り、主題の旋律
が正確に再現されますが、終結は冒頭とは異なり、最後は静かに終わるとても重厚な感動の曲です！
ホーランド・パーク（A.クラレ）
ホーランド・パークは、ロンドンの中心部よりやや西のロイヤル・ケンジントン・チェルシー地区にある
公園で、なんと、”京都庭園”と名づけられた本格的な日本庭園があるそうです！
オリエンタル（A．グラナドス）
スペインの大作曲家、エンリケ・グラナドスが作曲した、ピアノ独奏曲「12 のスペイン舞曲集」から第
2 曲「オリエンタル」のギター二重奏の編曲版です。異国情緒を味わい下さい！
アディオス・ノニーノ、オブリビオン（A.ピアソラ）
アディオス・ノニーノとは、
「さよなら、親父ちゃん」、オブリビオンは、「忘却」という意味のそれぞ
れピアソラの名曲です。どちらも、リズムがかっこよく取れない！むずかしい！！！
ロンド OP.34-2（Ｆ．カルリ）
クラシックギターの２重奏では比較的有名な F.カルリ「6 つの対話風小二重奏曲 Op.34」の「第２番ラ
ルゴとロンド」の「ロンド」です。カルリは、イタリアの作曲家、ギターリストで、クラシックギター
のために多くの曲を作り、その数は 12 年間で 400 曲を超えるそうです。
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アンクラージュマン（Ｆ．ソル）
ソルは、スペイン・バルセロナ生まれの作曲家・ギター奏者で、スペインでは「ギターのベートーヴェ
ン」とも呼ばれています。”励まし”という意味のフランス語で、6 楽章からなり、二台のギターが互い
に語り掛けあいながら（励まし合いながら）
、曲が進んでいきます。
ニュー・シネマ・パラダイス（E.モリコーネ、鈴木大介編）
1988 年公開のイタリア映画。監督はジュゼッペ・トルナトーレ。音楽を担当したのが、E.モリコーネ。
彼は、
「夕陽のガンマン」等のマカロニウエスタンの映画音楽を担当しました。
星に願いを（H.ハーライン）
映画『ピノキオ』の主題歌。その年(1940)のアカデミー賞歌曲賞を獲得しました。
また君に恋している / 森正明
もともとは、2007 年に発売されたビリー・バンバンの曲ですが、2009 年に坂本冬美によるカバーバー
ジョンでブレークした曲。作曲は、ビリー・バンバンを曲作りや演奏活動に於いて力強く支えている新
庄市出身のギタリスト兼アレンジャー兼作曲家の森正明氏。ギターデュエットの「いちむじん」による
アレンジで、しっとりと演奏します。
ひこうき雲

/ 荒井由実

スタジオジブリ映画『風立ちぬ』の表題曲として、この「ひこうき雲」が採用され、再び、注目されま
したが、もともとユーミンのファンで、彼女の持ち歌の中で一番心にしみる曲だとおもっています。技
巧的に困難な 2nd は、江頭氏にまかせて、メインメロディーを受け持つ 1st を矢ヶ部が担当します。
ショーロ 鐘の響き(二重奏) / P.ﾍﾟﾙﾅﾝﾌﾞｰｺ（ﾁｬｰﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾞ編曲）
発表会の 2 週間前に、アンコール曲を準備しようということで選曲しましたが、アンコールはないだろ
うという現実を踏まえ、それならいっそプログラムにということで入れ込みました。恐らく、4 曲中、
一番練習不足ではありますが、チャーリー・バードのアレンジということもあって、楽しんで弾くこと
に。スローテンポでやりますので、よろしく！！
日没

/ ﾚｲ･ｹﾞｰﾗ

キューバ出身（現マイアミ在住）のギタリスト兼作曲家、レイ・ゲーラの曲。今回の発表会の最後の曲
ということで、思いっきり、名残惜しそうに弾きたいと思います。
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