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目白フィルハーモニー管弦楽団
第 3 回定期演奏会

Mejiro Philharmonic Orchestra 3rd regular concert

2021 年 10 月 10 日（日）13:00 開場 / 13:30 開演
Sun, October 10th 2021, 13:00 open / 13:30 start

めぐろパーシモンホール 大ホール

Meguro Parsimmon Hall, Main Hall

指揮

小林雄太

Yuta Kobayashi, conductor

PROGRAM

モーツァルト
『フィガロの結婚』 序曲

Wolfgang Amadeus Mozart
“Le nozze di Figaro”overture

メンデルスゾーン
『真夏の夜の夢』 序曲

Felix Mendelssohn
“Ein Sommernachtstraum”
overture

チャイコフスキー
『エフゲニー ・ オネーギン』
より ポロネーズ

Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Polonaise from
“Eugene Onegin”

——休憩（20 分）——

—intermission（20 min.）—

チャイコフスキー
交響曲第 5 番

Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Symphony No.5
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第 2 回定期演奏会（2020 年 2 月 きゅりあん大ホール）

平素より目白フィルハーモニー管弦楽団の活動にご支援賜り、 誠にありがとうございます。

また、 昨今のコロナウイルスの影響により、 演奏会のみならず、 普段の練習を含めたオーケストラな
どの活動に様々な制限がかかり、 これまでと同様の形での活動が難しくなってしまいました。 それと
同時に、 生演奏を当たり前に提供したり聴くことができる環境の有難みを感じる 1 年となりました。
昨年 2 月、 緊急事態宣言が発令される直前に開催された当団の第 2 回定期演奏会は、 日本
の中でも最初に徹底した感染症対策を行った演奏会だったのではないかと考えております。 本日も
皆様に最後まで安心して演奏をお楽しみいただけますよう、 客席は団員の家族に限定し、 市松
模様状の前後左右に十分な距離を確保できる座席配置といたしました。 また、 ご来場いただけな
いお客様に向けて YouTube での配信を併用させていただき、 これまで以上に幅広い年代や地域
の方にお楽しみいただけるようになりました。
末筆とはなりますが、 私共の活動を支援してくださっている皆様、 並びに医療関係者の皆様に厚
く御礼申し上げます。 これまで通りの音楽活動が難しい現在、 音楽の世界を少しでも明るくし、
私共の活動が多くの方に安らぎや希望を与えられることを願って、 私からのご挨拶とさせていただき
たいと思います。
目白フィルハーモニー管弦楽団代表

２

高野峻史

GREETING

当団は、 2018 年 3 月に大学の垣根を超えた新たな形のオーケストラとして、 首都圏の大学生や
社会人によって結成され、 2021 年 3 月には活動開始から 3 年を迎えました。
当団は、 現代の日本において 「地味」 「畏っている」 といった若者が持っているクラシック音楽に
対するマイナスイメージを払拭することを目指し、 日々活動を続けております。
オーケストラ演奏に限った話ではありませんが、 私は演奏者が音楽を楽しみ、 没頭することが何より
大切なことであると考えております。 またそのためにも、 団員が心地よく、 楽しく活動できることこそ
が代表として最も願っていることであり、 このことは団員のみならず演奏を聴きにいらっしゃるお客様に
も共感していただけるのではないかと思います。

指揮

小林雄太

CONDOCTOR

新潟県長岡市生まれ。 中越高等学校を経て、 給費
奨学生として東京音楽大学指揮科に入学、 2021 年
3 月に卒業。
指揮を広上淳一、 田代俊文、 増井信貴、 三原明人、
米津俊広、 作曲を佐藤博の各氏に師事。 第 21 回
別府アルゲリッチ音楽祭 2019、 東京音楽大学シンフォ
ニーオーケストラ定期演奏会等に鍵盤奏者として多くの
演奏会へ出演。 東京音楽大学創立 111 周年記念
演奏会 『指揮クラブ フレンドシップコンサート』 にて、 東
京音楽大学特別編成オーケストラを指揮。 学内にてボ
リス ・ ベルキン、 汐澤安彦、 徳永二男の各氏による
指揮公開マスタークラスを受講。
公益財団法人 新日鉄住金文化財団 2021 年度若
手指揮者育成支援制度オーディションに合格し、 広上
淳一、 高関健、 下野竜也の各氏に指導を受ける。
紀尾井ホール室内管弦楽団、 読売日本交響楽団、
東京フィルハーモニー交響楽団等で研鑽を積む。
現在、 紀尾井ホール指揮研修生、 京都市ジュニアオー
ケストラ副指揮者。

指揮者より演奏会に寄せて

本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。目白フィルハーモニー
管弦楽団とは創設以来、ずっとご一緒させていただいてきました。学生時代よ
りご一緒させていただいていることもあり、私にとって非常に感慨深いものが
あります。
新型コロナウィルスの感染拡大により、生活様式は一変し、様々な事を考え本
質を見直さなくてはならない時代になりました。「当たり前」であったことが、
今はそうではない。急速に変容する時代の中で、音楽をどのように人々へ届け
る事ができるのか…このコロナ禍で私が常に考えている事の一つでした。
新型コロナウイルスとの過酷な闘いの中で明白になったことは、音楽は私たち
に安らぎや希望、そして生きる活力を与えてくれたと確信しております。
大変な状況下ではございますが、当団の団長をはじめ、団員の皆様が徹底した
感染症対策を実施して参りました。この場をお借りして、深く感謝申し上げます。
本日は心を込めて演奏させていただきます。どうぞ最後までごゆっくりお楽し
みください。

３

ストリア領ボヘミア（現在のチェコ）の
首都プラハの歌劇場では、大ヒットとな
り新作オペラの注文が貰えたほどであっ
た（尚そのオペラが、またもや代表的な
オペラの � つである『ドン・ジョヴァンニ』
である）
。

モーツァルト
『フィガロの結婚』 序曲 K.492

日の話である。好色家の伯爵は夫人であ
曲の構造はソナタ形式となっている。序
るロジーナに飽きがきて、表では � 人の
奏はなくすぐに第 � 主題に入り、
第 � 主題、
結婚を祝いながらも、スザンナに目をつ
結尾部の後、展開部の代わりに簡単なパッ
けて言い寄ろうとしている。それを知っ
セージを迎え再現部へ。そしてコーダに
たフィガロがロジーナなどと共に伯爵を
入りエンディングとなる。オペラの内容
懲らしめようとしたり、逆に伯爵も結婚
を妨害しようとするが最後は無事解決し、 のような、明るくてユーモラスな曲となっ
（Vn. 奈良橋雄太）
フィガロとスザンナはめでたく結婚する。 ている。
このように非常に明るいが若干貴族批判
［楽器編成］フルート２、オーボエ２、ク
めいた内容となっており、当時のウィー
ラリネット２、ファゴット２、ホルン２、
ンではあまり流行らなかった。だが旧オー
トロンボーン２、ティンパニ、弦 � 部

メンデルスゾーン
『真夏の夜の夢』 序曲 作品 21

この曲は �� 歳のメンデルスゾーンがシェ
イクスピアの「真夏の夜の夢」のドイツ
語訳を読み、序曲を一気に作曲した。そ
の �� 年後、プロシア国王フリードリヒ・

４

ウィルヘルム４世に命じられて書いたの
が残りの �� 曲である。
タイトルの「真夏の夜の夢」の｢真夏」と
いうのは日本の「蒸し暑い猛暑」のこと
ではなく、� 月 �� 日の聖ヨハネ祭の前
夜、つまり夏至の頃であり、その夜には
不思議なことが起こるという伝説がある。

PROGRAM NOTE

モーツァルトが ���� 年、年齢でいうと
�� 歳になった時に作曲された代表的なオ
ペラの１つで、序曲と全 � 幕から構成さ
れている。台本は、当時人気であったフ
そんなオペラの序曲である当曲は、短い
ランスの劇作家ボーマルシェの戯曲を、
曲ではあるが非常に優れた曲で、モーツァ
ポンテが脚色したものである。ボーマル
ルトの序曲の中で �,� を争う人気を有し
シェの戯曲は前篇後篇あり、前篇は『セ
ている。そんなこともありコンサートで
ビーリャの理髪師』
、後篇が『フィガロの
は単独の曲として演奏されることも多い
結婚』となっている。後篇がまずモーツァ
（���� 年のウィーン・フィル・ニューイ
ルトによってオペラ化され、その後ずっ
ヤーコンサートでも、モーツァルト生誕
と遅れて前篇がロッシーニによってオペ
。
ラにされた。よってこの２つのオペラは、 ��� 周年記念で特別に演奏されている）
そして序曲の他にも、フィガロのアリア
連続した話となっているのである。
「もう飛ぶまいぞこの蝶々」や伯爵邸に住
む少年ケルビーノのアリア「恋ってどん
オペラのあらすじを簡単に説明する。舞
なものかしら」といった有名な曲が散り
台は �� 世紀のスペイン。セビーリャの領
ばめられていることからも、このオペラ
主アルマヴィーヴァ伯爵の従者である
が音楽面でも優れていることが伺える。
フィガロと、女中のスザンナの結婚式当

上述の通り、序曲のみ若い頃に書かれて
いるため、作品番号も若い。曲はきっち
りとしたソナタ形式で書かれている。木
管楽器による微妙な和音に続き，妖精の
戯れを表現している弦楽器の繊細な動き
による第 � 主題が出てくる。続いて、急
にダイナミックに盛り上がって壮麗な雰
囲気になる。これは公爵シーシュースの
宮廷を示すメロディである。第 � 主題は
甘く下降してくるような優しいメロディ
で、劇中に出てくる恋人たちの雰囲気を
伝える。さらに第 � 主題的にチューバを

含む金管楽器のリズムに乗って職人たち
の踊るベルガマスク舞曲が出てくる。展
開部は妖精たちの主題を中心に扱われる。
再度，冒頭の管楽器の和音が出てきた後，
再現部に入る。最後に再度、冒頭の和音
で静かに消えるように終わる。
（Vn. 高野峻史）
［編成］フルート �、
オーボエ �、
クラリネッ
ト �、ファゴット �、ホルン �、トランペッ
ト �、
オフィクレイド �（今回はチューバ）
、
ティンパニ、弦 � 部

PROGRAM NOTE

リガを口説こうとする。そして、レンス
キーと決闘になりレンスキーを殺してし
まう。
良心の呵責に悩むオネーギンは、�� 年間
の放浪生活の末、親戚であるグレーミン
公爵の屋敷の大夜会舞踏会で、公爵の妻
となったタチアナに再会する。オネーギ
ンは再会したタチアナを愛していること
に気がつき、彼女に駆け落ちを迫る。タ
チアナはまだオネーギンのことを愛して
いながらも愛を拒絶する。タチアナに愛
を拒まれオネーギンは絶望のどん底に突
き落とされる。

チャイコフスキー
『エフゲニー ・ オネーギン』
より ポロネーズ 作品 24

�� 世紀ロシアを代表する作曲家チャイコ
フスキーは、
「白鳥の湖」をはじめとする
三大バレエや交響曲など、管弦楽作品で
広く知られているが、日本で抱くイメー
ジ以上にオペラ作品を手掛けている。本
作は、その �� を超える歌劇作品の中でも、
のちに作曲される『スペードの女王』と
並んで最高傑作とされており、交響曲第
� 番と同じ ���� 年にイタリアで完成され、
翌年モスクワ音楽院の学生により初演さ
れた。ロシアのリアリズム文学の創始者
として評価されている文豪アレクサンド
ル・セルゲーヴィチ・プーシキン (����
～����) による同名の韻文詩小説「エフ
ゲニー・オネーギン」を原作としている。
社会的矛盾の中で厭世的になったオネー
ギンが農村に滞在している。田舎地主の
娘タチアナはニヒルなオネーギンに恋を
する。タチアナの純愛に対し、オネーギ
ンは「あなたのことは妹のように愛して
いる。結婚とは習慣であり、習慣は愛の
終わりである。
」と冷たくあしらう。その
うえ友人レンスキーの恋人である妹のオ

第 � 幕冒頭を飾る” ポロネーズ” は、
グレー
ミン公爵家の大夜舞踏会の場面で演奏さ
れる舞踏音楽である。幕開けのファン
ファーレに続いて、ポーランドの民族舞
曲ポロネーズの様式による特徴的な �/�
拍子のリズムで甘い旋律に豪奢な管弦楽
法が施され、ペテルブルクの貴族の世界
にふさわしい華麗な音楽が繰り広げられ
る。
（Vn. 高野峻史）
［編成］フルート２、オーボエ２、クラリ
ネット２、ファゴット２、ホルン４、ト
ランペット２、トロンボーン３、ティン
パニ、弦 � 部

５

チャイコフスキー
交響曲第 5 番 ホ短調 作品 64

第 1 楽章
Andante 4/4 拍子～ Allegro con anima
6/8 拍子 ソナタ形式
冒頭の序奏にてクラリネットにより「運
命の動機」が提示される。序奏の後に付
点のリズムが特徴的なポーランド民謡が
由来と言われている第 � 主題によって曲
が進み、弦楽器による美しい第 � 主題を
経たのちに展開部において明るく進んで
いく。その後、再現部の後に終結部に進
むにつれて次第に力を弱めていき楽章が
閉じられる。
第 2 楽章
Andante cantabile,con alcuna licenza
12/8 拍子～ Moderato con anima
4/4 拍子 三部形式
暗い響きの中からホルンの独奏によって
甘美で切ない第 � 主題が歌われる。その

第 3 楽章
Valse : Allegro moderato 3/4 拍子
普通ならスケルツォの楽章が置かれるこ
とが多いが、この交響曲ではワルツが置
かれているのが特徴的である。優美なメ
ロディによって進んでいき、中間部にお
いては細かいパッセージが常に続いてい
く。この中間部がスケルツォに近いと考
えることもできる。そして楽章の終結部
には「運命の動機」が木管で暗く演奏さ
れ楽章が閉じられる。
第 4 楽章
Finale : Andante maestoso 4/4 拍子
～ Allegro vivace 2/2 拍子
序奏から「運命の動機」が長調になって
歌われる。しかしその後急激にテンポが
上がり、鋭い第 � 主題が始まる。金管楽
器により「運命の動機」がファンファー
レのように演奏されるなどテンポよく音
楽が展開されていく。そしてティンパニ
のトレモロの後、全休止を挟んでホ長調
のコーダが始まる。コーダではオーケス
トラ全体によって勝利の歌が高らかに歌
われて雄大な響きをもって曲が閉じられ
る。
（Vn. 関矢雄太）
［楽器編成］フルート �（ピッコロ �）
、オー
ボエ２、クラリネット２、ファゴット２、
ホルン �、トランペット �、トロンボーン
�、チューバ、ティンパニ、弦 � 部

６

PROGRAM NOTE

チャイコフスキーは ���� 年に交響曲第 �
番を完成させた。そのころチャイコフス
キーは、手紙のやり取りを通してメック
夫人と親密になり、後に高額な経済的支
援を受けることになる。その第 � 番から
�� 年以上を経た ���� 年に、この交響曲
第 � 番は作曲された。そして同年 �� 月に
本人の指揮によって初演された。チャイ
コフスキー自身当初は失敗作とまで言っ
ていたものの、これは自身の指揮が上手
くいかずに落ち込んでいたとも言われて
おり、後に他の指揮者によって演奏され
たものが好評であったことから自信を持
てるようになったという。曲全体を通し
て「運命の動機」と呼ばれる旋律が登場
する。この旋律についてチャイコフスキー
は「運命、もしくは神の摂理への完全な
服従」と表現している。

後オーボエによって第 � 主題が提示され、
弦楽器にこの主題が引き継がれていき歌
われていく。中間部に音楽が盛り上がっ
た頂点にて「運命の動機」が登場する。
後半は再び第 � 主題が歌われ、威圧的な
「運命の動機」を挟んで最後はクラリネッ
トによって静かに終わる。

目白フィルハーモニー管弦楽団

Mejiro Philharmonic Orchestra
指揮者

小林雄太

MEMBER

第１ヴァイオリン
泉澤亮太
伊東優
小久江蒼一郎
関矢雄太
◎ 髙野峻史
田川若夏
間瀬直子
宮本武
八木佐枝子
山岸竜
第２ヴァイオリン
青山舞
生石達士
柴崎彩英佳
清水七星
清水理央
田村英之
中村美月
○ 奈良橋雄太
藤井悠芽
ヴィオラ
内田雄太
川島由莉
北川莉彩

2018 年 5 月豊島区生涯学習団体認定

オーボエ
松本美奈子
宮本江里佳
○ 吉田亜実

○ グレーヴァ遼
黒澤美南
仙田愛乃
星野響
渡邉莉子

クラリネット
石川未夕
角田奈菜子
濱田凌
林京呉
○ 森俊明

チェロ
岡野歩夢
岡野萌菜
岡本茉子
桑原萌佳
○ 佐藤隼斗
永野未来子
宮下星

ファゴット
佐藤朱夏美
○ 田熊航平

コントラバス
河村美蘭
黒岩哲
篠原悠月
高野響花

ホルン
池田知之
大原望
佐藤美空
東海林さくら
玉腰碧
○ 武藤寛大

フルート
関口渓人
○ 竹内あか里
武田南美
丹羽龍之介

トランペット
強崎真央
○ 髙橋昂暉

日比野結
山田陽大
トロンボーン
池上響
○ 田村萌
藤野梨紗子
チューバ
竹内允
○ 中村健人
打楽器
○ 大内優実
加納百子
森野真衣

◎：コンサートマスター
○：パートリーダー
新規団員募集中！

当楽団では一緒に演奏
会をつくりあげる仲間を募
集しています。 練習は月
1、 2 回程度、 豊島区
雑司が谷地域文化創造
館を中心として都内の公

代表
事務局長
会計課長
広報課長

髙野峻史
髙橋昂暉
奈良橋雄太
髙橋昂暉

庶務課長
楽事局長
インスペクター
ライブラリアン

7

関矢雄太
髙野峻史
佐藤隼斗
北川莉彩

営施設で行っています。
詳細はホームページにてご
確認ください。 練習の見
学をご希望の方はお気軽
にお問い合わせください。

ご協賛

温かいご支援に心より感謝申し上げます。

企業

株式会社ニチガン 代表取締役社長｜塚田容子

個人

浅岡浩幸 伊東邦彦 上野理絵 宇野文子 大原慶子 北川美香
髙橋貴規 高野チエ子 角田新平 奈良橋信康 森しのぶ （50 音順、 敬称略）

目白フィルハーモニー管弦楽団では、演奏会にご協賛いただける個人様、企業・団
体様を募集しております。詳しくは当団ホームページの「ご支援」ページをご覧く
ださい。皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。

2022 年秋・第 4 回定期演奏会開催決定！
詳細は 2021 年 10 月中にホームページおよび Twitter にて発表いたします。

ホームページ：https://www.mejirophil-orch.com/
Twitter（@MPOsince2018）
：https://twitter.com/MPOsince2018

以下の感染症予防対策につきまして、 ご理解 ・ ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
○ ご来場される際には必ず不織布マスクの着用をお願いいたします。
○ ご来場前に体温の計測を必ずお願いいたします。
○ 以下に当てはまる方はご来場をお控えください。①37.5 度以上又は平熱より１度高い発熱、 その他
風邪の症状がある、②新型コロナウイルスに罹患している、③新型コロナウイルスに罹患した人の濃厚接
触者となっている、④濃厚接触者には該当しないが、 新型コロナウイルス罹患者との接触が 10 日以
内にあった。
○ 厚生労働省による新型コロナウイルス接触確認アプリ 「COCOA」 のインストールにご協力ください。
○ 本公演は、 ソーシャルディスタンスを保った配席の形態をとっております。 そのため、 必ず指定の座席に
ご着席いただきますようお願いいたします。
○ 本公演チケットの他の方への譲渡は固くお断りいたします。
○ ご入場にあたりお客様のお名前とご連絡先を確認させていただきます。 新型コロナウイルスの感染が発
覚した場合、 公演後これらの情報を関係機関へ提供する場合もございます。 予めご了承ください。
○ クロークサービスは実施いたしません。 なるべく大きなお荷物はお持ちいただかないようお願いいたします。
○ ビュッフェの営業は行いません。 ご飲食はホワイエでの水分補給に限らせて頂きます。
○ 出演者 ・ スタッフへの贈り物の受付は行いません。
○ 終演後の出演者との面会はお控えいただきますようお願いいたします。
目白フィルハーモニー管弦楽団 第 � 回定期演奏会 プログラムパンフレット
発行者：髙野峻史 デザイン・編集：森俊明 発行日：���� 年 �� 月 �� 日（日）
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SUPPORT / INFOMATION

ご来場のお客様へのお願い

アンケートご協力のお願い

この度の演奏会を私たちの今後の活動に繋げていくため、 演奏会
にご来場の皆様、 ご視聴の皆様にアンケートのご協力をお願いいた
します。 是非皆様のご意見 ・ ご感想をお聞かせください。 アンケー
トは下記 URL または右の QR コードよりご回答頂けます。

＜https://forms.gle/3SXMy8kkTozSUPP18＞

表紙 / 裏表紙：サンクト＝ペテルブルク発モスクワ行き
グランドエクスプレス号の車窓より、���� 年 � 月髙野峻史撮影

