
友愛ドイツ歌曲（リート）コンクール 
YUAI internationaler Lied-Wettbewerb

本選会 
Endrunde

平成 年 月 日

16:40 開演 

旧東京音楽学校奏楽堂 

後 援： 外務省　文部科学省　オーストリア大使館　ドイツ連邦共和国大使館
日墺文化協会　（社）日本演奏連盟

協 賛：（株）音楽之友社　（株）河合楽器製作所　ヤマハ株式会社
日本R.シュトラウス協会

協 力： オーストリア勤労青年連盟（ÖJAB）
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平成  24 年度  文部科学大臣賞

第 23 回

（金）
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日本友愛協会が行っている五つの事業の内、一番華やかなのが、ドイツ歌曲コンクールです。

出演者の皆さんが舞台衣装に身を包み登場されることにも由来しますが、もちろんそれのみな

らず、会場を魅了する歌声が、心を温かくし、安らぎを与えてくれることにあります。音楽が、

人の心に与える魅力を改めて実感する瞬間です。

そしてもう一つの華やかさを感じさせてくれるのが、会場にお越しくださる皆様の熱意で

す。毎年本選会開催の時期は、初冬の寒さを感じる頃です。それにも関らず、会場は熱心にド

イツ歌曲を聞いてくださる方々であふれています。その情熱とエネルギーに、大いなる力を感

じ、毎回、この事業に対する責任と充実感、様々な思いを新たにしております。

今年も多くの方の応募をいただき、審査員の先生方のご協力を得、精鋭十名が本選会に出場

します。裏方に徹し進行を担当してくださっている実行委員の方々のご努力も、会の成功の鍵

です。友愛ドイツ歌曲コンクールを支えてくださる多くの皆様方に感謝の思いを、この紙面で

お伝えし私のご挨拶とさせていただきます。

朝倉蒼生（東京藝術大学名誉教授）

小松英典（元ブレーメン音楽大学教授）

コンラート・リヒター（元シュトゥットガルト音楽大学学長）

島崎照代（日本友愛協会参与・実行委員長）

菅英三子（東京藝術大学准教授）

高橋啓三（東京音楽大学教授）

本島阿佐子（国立音楽大学准教授）

ヨズア・バーチュ（武蔵野音楽大学講師・ドイツ語発音法）

第一位には、副賞として平成 25 年 3 月 21日にウィーンにて開催される ÖJAB 主催
音楽会に出演。ウィーンまでの往復航空券及び研修旅行。

本選出場者は、入選といたします。

　今年も友愛ドイツ歌曲コンクールの季節になりました。

音楽は世界共通の言葉で、音楽を愛する人々は国境、文化・言語の違いなどを超え、音楽への

深く熱い情熱を持ち続けています。

　ÖJAB（オーストリア勤労青年連盟）の姉妹団体である日本友愛協会が、「ドイツ歌曲」のコ

ンクールを開催され、音楽文化の普及向上に尽力されていることに、敬意を表します。

私たち ÖJAB は、友愛ドイツ歌曲コンクール本選会に出演される皆様方が、最高の演奏が出来

るよう、遠くウィーンからお祈りしています。そして優勝された方を来年 3 月 21 日ウィーン

で開催されるコンサートにお招きすることをお約束します。

　友愛ドイツ歌曲コンクールで、名誉ある賞に輝いた方をお招きしてのコンサートを、今から

心待ちにしております。

　すべての方に、音楽のもたらす悦びが訪れますことを祈って。

オーストリア　ウィーンから ÖJAB を代表し、心をこめて

オーストリア勤労青年連盟

会　長　　　　　　　　　　 

エドワード・シュッスラー
Eduard Schüssler

一般財団法人 日本友愛協会

　　　 理事長 

鳩 山 邦 夫

第 1 位　表彰状と 20 万円（1 名）
第 2 位　表彰状と 20 万円（1 名）
第 3 位　表彰状と 10 万円（1 名）
文部科学大臣賞　表彰状
奨励賞　表彰状と 5 万円（学生の部）
日本 R. シュトラウス協会賞　表彰状と 5 万円
日本歌曲賞　表彰状と 5 万円
優秀共演者賞　表彰状と 5 万円（35 歳未満）
聴衆者賞　表彰状と副賞
入　選　表彰状

審査員（敬称略、五十音順） 賞

ごあいさつ
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1. 細井暁子　メゾソプラノ（学生の部）―――――――――――――― Pf  角増　柊
 J.Brahms：Unbewegte laue Luft…動かぬなまぬるい空気　　
 R.Strauss：Allerseelen…万霊節
 中田喜直：烏

2. 山下裕賀　メゾソプラノ（学生の部）―――――――――――――― Pf  鈴木歌穂
 中田喜直：子守唄
 J.Brahms：Dein blaues Auge…君の青い瞳
 J.Brahms：Von ewiger Liebe…永遠の愛

3. 橘田有美　ソプラノ――――――――――――――――――――― Pf  千葉かほる
 三善晃：「四つの秋の歌」より　林のなか
 H.Wolf：イタリア歌曲集より
  Auch kleine Dinge…小さなものでも　　　　Wer rief dich denn？…誰があなたを呼んだの？
  Mein Liebster singt am Haus…私の恋人が歌っている
  Wenn du, mein  Libster, steigst zum Himmel auf…もしあなたが天国に召されるようなことがあれば
  O wär dein Haus…私があなたの家の前を通るとき　　　　Schweig’ einmal still…ちょっとだまったら？
  Ich hab’ in penna…ペンナには私のいい人がいるの

4. 松本秋音　ソプラノ―――――――――――――――――――――― Pf  吉武　優
 R.Strauss：All mein gedanken…私のすべての考え
 R.Strauss：Du meines Herzens Krönelein…あなたは私の心の小さな王冠
 R.Strauss：Die Frauen sind oft fromm und still…女性たちは時に敬虔で物静かだ
 高田三郎：くちなし

5. 武田直之　バリトン――――――――――――――――――――― Pf  川喜田涼子
 中田喜直：木兎
 R.Schumann：Stille liebe…静かな愛
 R.Schumann：Waldes gespräch…森の対話
 H.Wolf：Seemanns Abschied…漁師の別れ

6. 藤井玲南　ソプラノ― ――――――――――――――――――――― Pf  斎藤　龍
 W.A.Mozart：Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte…ルイーゼが不実な恋人の手紙を焼いたとき
 W.A.Mozart：An Chloe…クローエに
 F.Schubert：Die junge Nonne…若い尼
 中田喜直：桐の花
 R.Strauss：Hat gesagt － bleibt's nicht dabei…言われたことは－それでおしまいではない

7. 加藤宏隆　バスバリトン――――――――――――――――――― Pf  竹村美和子
 F.Schubert：Prometheus…プロメテウス
 H.Wolf：Der Tambour…少年鼓手
 中田喜直：木兎

8. 深瀬　廉　バリトン――――――――――――――――――――― Pf  山本恵利花
 R.Strauss：Heimliche Aufforderung…密やかな誘い
 橋本國彦：薊の花
 L.v.Beethoven：Adelaide…アデライーデ

9. 土橋　創　バリトン―――――――――――――――――――――― Pf  岡　陽子
 石桁真礼生：きつね
 R.Schumann：Ich grolle nicht…私は恨まない
 R.Schumann：Frühlingsfahrt…春の旅
 R.Schumann：Der Kontrabandiste…密輸業者
 R.Schumann：Der Hidalgo…ヒダルゴ

10. 渡邊有希子　ソプラノ― ―――――――――――――――――― Pf  千葉かほる
 中田喜直：桐の花
 F.Schubert：Du liebst mich nicht…あなたは私を愛していない
 F.Schubert：Sehnsucht…あこがれ
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1. 細井暁子

2. 山下裕賀

3. 橘田有美

4. 松本秋音

5. 武田直之

（学生の部）
高崎経済大学附属高等学校芸術系卒業。現
在、国立音楽大学声楽科に在籍。長島剛子
氏に師事。

（学生の部）
小学校一年生よりピアノ、高校二年生より声
楽を学び始める。これまでに声楽を、藤花
優子、伊原直子、菅英三子各氏に師事。現在、
東京藝術大学声楽科学部三年在学。

神奈川県出身。フェリス女学院大学を経て、
東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学
院音楽研究科声楽専攻修士課程修了。声楽
を桑原妙子、朝倉蒼生、佐藤ひさらの各氏
に師事。

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。草津夏
期国際音楽アカデミーにて、故Ｅ．ヘフリガー
氏のマスタークラスを受講。これまでに声楽
を、大㟢美枝子、太田直樹、佐々木典子、
松本美和子、オルガ・ワルラ・コロの各氏に
師事。

平成 14 年度友愛ドイツ歌曲コンクール入選。
日生劇場国際ファミリーフェスティバルオペラ

『アラジンと魔法のランプ』大臣役。藤沢市
民オペラ『メリー･ウィドー』サンブリオッシュ
役。藤沢市制 70 周年記念オペラ『カヴァレ
リア・ルスティカーナ』アルフィオ役。

角増　柊（ピアノ）

国立音楽大学附属高等学校卒業。現在、
国立音楽大学ピアノ科に在籍。梅本実氏に
師事。

鈴木歌穂（ピアノ）

愛知県立旭丘高等学校普通科卒業。これ
までに、作曲を若林千春、久留智之、川井
學、日野原秀彦の各氏に、ピアノを杉山典子、
大井眞葉、丹羽幸、加藤一郎、本田聖嗣、
友清祐子の各氏に師事。

千葉かほる（ピアノ）

文化庁在外派遣研修員として、ドイツ国立
カールスルーエ音楽大学へ留学。同大学院
リート科を最優秀の成績で修了。

吉武　優（ピアノ）
2009 年東京藝術大学を経て同大学大学院
入学。2010 年秋よりベルリン芸術大学にて
研鑚を積み、現在東京藝術大学大学院在
学中。ローム・ミュージックファンデーション
奨学生。

川喜田涼子（ピアノ）

東京音楽大学ピアノ科、ミュンヘン国立音
楽大学大学院マイスタークラス、ドイツリー
ト科卒業。
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6. 藤井玲南

7. 加藤宏隆

8. 深瀬　廉

9. 土橋　創

10. 渡邊有希子

東京藝術大学卒業。同大学院在学中に渡欧。
ヨーロッパの国際声楽コンクールで優勝又は
特別賞受賞。ドイツ、スロバキア、ポーラン
ド、チェコでオペラやコンサートに出演。こ
れまでに直野資、森晶彦、Eva　Blahova 、
Regina　Werner-Dietrich 各氏に師事。

東京藝術大学卒業。米国ジョンズ・ホプキン
ス大学ピーボディ音楽院修士課程修了。米
国インディアナ大学ジェイコブス音楽院パ
フォーマー・ディプロマ課程修了。米国アス
ペン音楽祭参加。イタリア・フィレンツェへ
の短期留学も経験。二期会会員。

第 7 回高校生の為の歌曲コンクールにて優
秀賞受賞。第 60 回学生音楽コンクール全国
大会にて一位受賞。東京藝術大学音楽学部
声楽科卒業。卒業時に松田トシ賞、同声会賞、
アカンサス音楽賞を受賞。

武蔵野音楽大学音楽学部声楽学科卒業。同
大学院声楽専攻修了。声楽を亀井陽二、小
松英典各氏に師事。在学中『ヘンゼルとグレー
テル』ペーター役でオペラデビュー。第 22
回友愛ドイツ歌曲コンクール入選。現在、介
護施設等を中心に、年間 500 回を超える演
奏活動を行っている。

国立音楽大学声楽科卒業。武岡賞受賞。東
京藝術大学大学院修士課程独唱科修了。宮
内庁での御前演奏、読売新人演奏会をはじ
め各種の演奏会に出演。最近では宗教曲の
ソリストを務める等、活動の場を広げている。
これまでに曽我榮子、朝倉蒼生、佐竹由美、
佐々木典子の各氏に師事。

斎藤　龍（ピアノ）

東 京 藝 術 大 学、 同 大 学 院 修 了。 また
チューリッヒ芸 術 大 学 Konzertdiplom、
Solistendiplom 修了。現在、東京藝術大学
非常勤講師。

竹村美和子（ピアノ）

大阪音楽大学音楽学部ピアノ専攻卒業。第
１回びわ湖国際フルートコンクール最優秀協
演賞。第１８回摂津音楽祭伴奏賞受賞。大
阪音楽大学演奏員。

山本恵利花（ピアノ）

東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻
を卒業。卒業時に同声会賞を受賞。現在、
同大学院修士課程２年に在籍。

岡　陽子（ピアノ）

桐朋学園大学ピアノ科卒。兼松雅子氏に師
事。ドイツ国立ケルン音楽院にて故アルフォ
ンス・コンタルスキー教授に師事。

千葉かほる（ピアノ）

桐朋学園大学卒。文化庁在外派遣研修員
として、カールスルーエ音楽大学大学院リー
ト科を修了。東京藝術大学、青山学院女子
短期大学各講師。桐朋学園芸術短期大学
伴奏員。
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126

日本友愛協会一般財団法人

お問い合わせ・お申込先

東京都文京区小石川1-10 -13
ＴＥＬ03-5684-3188  ＦＡＸ03-5684-3186

http://yuaikyoukai.com

軽井沢の自然のなかでゆったりと。
－－どなたにもご利用いただける研修・保養施設です－－

日 本 友 愛 協 会
相互尊重　相互理解　相互扶助

◇研修・宿泊施設「軽井沢友愛山荘」の運営　◇機関紙『友愛』の発行など情報発信
◇派遣・受入れ・交流会など国際交流事業　　◇日中友好・自然環境保護のための植林活動
◇「友愛ドイツ歌曲コンクール」の開催

第21次　福建省アモイ市同安区 第22次　湖北省孝感市

一般財団法人

主な活動

詳しくはHPをご覧ください ht tp : //yua ikyouka i . c om

期　間：平成25年3月5日（火）
　　　　　　　～3月8日（金）三泊四日
参加費：一般/10万円　学生/5万円
往復航空運賃・宿泊費・食事代含む

期　間：平成25年3月14日（木）
　　　　　　　～3月17日（日）三泊四日
参加費：一般/10万円　学生/5万円
往復航空運賃・宿泊費・食事代含む

友愛植林訪中団参加者募集


