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［特別対談］

森谷真理（ソプラノ）×大西宇宙（バリトン）
Viva Verdi ! Ⅱ 中期

BA-DSCH Project

謎めくピアニスト、その真実を聴く

青澤隆明

上野通明（チェロ）―無伴奏
人間味 あふれるチェロ

松本良一

DUO×DUO

荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩康司（ギター）
めくるめくDUO、幾重にも拡がりゆく世界
片桐卓也
［ Schedule 2022.5〜 8 ］
［ Information ］
2022/2023シーズン主催公演［前期］
ラインナップ速報
ランチタイムコンサート Vol.116 北田千尋
（ヴァイオリン）
／久保田 巧 ヴァイオリンは歌う Vol.2

P R E S S

コンスタンチン・リフシッツ（ピアノ）

特別
対談

界をどんどん広げていく凄さを感じました。
「声」に重きを置いてドラ
マがつくられているからですね。後期になると、アンサンブルに比重
が移って、グランド・オペラのような形になっていきますけれども。
森谷：作品のスタイルが、初期・中期・後期とはっきり分かれている
のは、ヴェルディのユニークなところですね。そんな作曲家、ほかに
思いつかない。
―確かに、ヴェルディほど顕著な作曲家はいませんね。1回聴いた
だけではストーリーを追いきれないところも面白いと感じます。

大西宇宙

森谷真理

大西：登場人物に翳のある二面性が描かれていて、人間描写に奥行

きがありますよね。リゴレットも娘思いのいいお父ちゃん、という見
方もできなくはないけれど、
《エルナーニ》や《マクベス》のように分
かりやすく悪者がいる物語に比べ
ると…。それこそ《椿姫》のジェル
モンを演じるときには、いつもど
んな人物なのか悩みますし、複雑
な人物像を上手に描いていると感
じます。
―大西さんは、まさにこれから
ヴェルディを歌っていく人、だと思
います。翳と重みがある役にピッ
タリじゃないでしょうか。
大西：
「ヴェルディ・バリトン」は、
それだけでひとつのジャンルだと
思っていて、今回は大きな挑戦で

す。自分で言うのもなんですが、バリトンとして声が成熟してきたい

まだからこそ、ヴェルディを歌えると感じています。バリトンは声質
的に年かさの重い役柄が多いので、年齢を重ねるほど、役にだんだ

Ⅱ
ヴェルディを愛してやまない森谷真理とトッパンホールによる ヴェルディ・プロジェクト 第
2弾は、欧米での活躍もめざましい大西宇宙を迎え、天才ヴェルディの最盛期オペラを集め
た豪華プログラムをお届けします。本番を前に、ヴェルディへの想い、おふたりの出会いやア
メリカ留学について、楽しい思い出話をお話しいただきました。

んと追いついていくところがあります。だから、年齢的な深みを増し
た声質で歌いたいと、ずっとタイミングを待ってきました。
森谷：声に年齢の刻みが現れると、深みや味わいが出てきますもん

ね。ソプラノの私には、羨ましい。
大西：その分、20代はじっとじっと我慢でしたよ（笑）
。
―おふたりのことも少し伺えますか？ ご関係のきっかけから教えて
ください。
大西：大学卒業後のことを考えていたときに、当時の先生に真理さ

んのご活躍を聞いてニューヨークに興味を持ったのがはじまりです。

進行：西巻正史（トッパンホール プログラミング・ディレクター）
写真：藤本史昭／取材・文：トッパンホール

卒業後も現地で歌うことを念頭にしていたので、それを実現されて
いた真理さんは僕からしたらスーパースター。連絡を取るのはすご

―ランチタイムコンサート（2018年12月）では初期の名アリアを集

いんですよね。推進力があって、エネルギーの塊みたいに音楽が奏

く緊張しましたが、とにかくお話を聞きたいとメールしたのがきっか

めて、森谷さんが見事なヴェルディの世界を描いてくださいまし

でられていく。歌っていても聴いていても興奮するし、やる気が出ま

けでした。ミッドタウンのスターバックスでしたよね、初めてお会い

た。あれから3年ですね。

す。お客さまも含めて、全員で燃え尽きるようにエンディングに向か

したの。

森谷：お昼の30分公演でしたか

うのがヴェルディじゃないかしら。

森谷：連絡をもらってまず、
「8年経って、ようやく誰か来た！」と。し

ら、朝起きてすぐに歌って、すぐ

大西：
「ヴェルディは歌うことで声を教えてもらえる」とも言います

かも同じ大学の後輩でとても嬉しかったのを覚えています。留学後

帰る、みたいな感じでしたね（笑）
。

ね。歌唱の勉強では技術的なことは切り分けて学ぶんですが、ヴェル

のキャリアまで見据えて学んでほしい、とにかく私の持っているすべ

今回は続編、しかも大評判の大西

ディに関しては、歌い続けていくことでテクニックがだんだん分かっ

てを伝えなきゃ、と、 初めまして なのに夢中になってしゃべってし

くんと一緒で本当に嬉しいです。

てくる。喉の開け方や発声の根本的なことが、歌いながら実感されて

まって（笑）
。すでにアメリカとヨーロッパを行き来する生活をしてい

大西：真理さんは武蔵野音楽大学

自然と身についていきます。

たので、私が出会った素晴らしい人たちとのコネクションがあるうち
に、
次代へ繋げたいと思ったんです。一度切れてしまうと難しいから。

の先輩で、僕は真理さんを追いか

森谷：自分に合った役だと、本当に自然に声が音楽に乗りますしね。

けて留学先をアメリカに決めた、

ヴェルディは、声のことをとてもよく分かっている作曲家だと思いま

大西：あの頃は、歌手の留学といえばヨーロッパが主流でしたけど、

という関係です。以前からよく知

す。あと、ヴェルディの音楽は「熟練」という言葉がとても似合う。特

むしろ欧州に行くより深く勉強できたと思います。イタリア語、フラ

る間柄なのに、舞台でちゃんとア

に中期は、作品の構成や音楽性だけでなく、ヴェルディ自身が花開い

ンス語、ドイツ語、ロシア語…いっぺんに勉強できるのがアメリカ。

ンサンブルするのは今回が初め

た時期だった印象があります。ヴェルディのオペラといって真っ先に

行って良かったと100％思っています。

て。すごく楽しみです。

思い浮かべるタイトルのほとんどは、中期ですよね。

森谷：私も当初はイタリア留学を考えていたんですが、両親に知り

―さっそく、ヴェルディについてお話しいただけますか？

大西：中期は、楽譜がぐっとシンプルになっているのも興味深い。昨

合いのいるニューヨーク以外はダメと言われて行先変更。でも大正

森谷：ヴェルディ、大好きです。音楽の圧力が…圧が群を抜いて熱

年、初めて《椿姫》を全部演じたときには、人間の声ひとつだけで世

解でした。アメリカの教育はとても実践的で、プロの歌手になるこ

Michiaki Ueno

人間味 あふれるチェロ
昨年秋、ジュネーヴ国際音楽コンクール
のチェロ部門で1位の栄冠に輝いた上野通

松本良一

らしさこそ、すべての演奏家の理想ではな

トスワフスキ、リゲティ。通好みの選曲で

いか。

はあるが、いずれも「歌う楽器」であるチェ
ロの可能性を大きく広げた名曲だ。コン

明。そのチェロは伸びやかで優しい響きが

ウィスペルウェイ、
ヨーヨー・マ、スティー

する。バッハを弾いてもルトスワフスキを

ヴン・イッサーリス、ジャン = ギアン・ケラ

クール優勝で勢いに乗る26歳の覇気を感じ

弾いても「自然」で「人間味」にあふれている。

ス……。世界的名手たちの演奏に共通する

させる。

この個性はどこから来るのだろう？
上野からこんな話を聞いた。何かの物語

のは、人間の感情に寄り添う温かみだ。それ

もう1曲、英国の現代作曲家デイヴィッド・

が上野にもある。
「うまく言葉にできません

ワイルドの《サラエボのチェリスト》
（1992

を声に出して語り聞かせる時、大事なポイ

が、すばらしい音楽には人間味を感じます」
。

年）は、ユーゴスラビア内戦の犠牲者への鎮

ントがある。正確なアクセントやイントネー

あらゆる時代のあらゆるスタイルの作品に

魂の音楽だ。圧倒的な暴力と悲劇を前に、音

ション、聞き手をわくわくさせるリズム感、

人間味を見いだし、あるがままに奏でる。自

楽に何ができるのか。一人の人間としての

よく通る大きな声……。でも、それらは表面

発性と作品への共感が音の喜びを生み、こ

音楽家の覚悟が、今ほど求められる時はな

的なことだ、と。
「一番重要なのは、物語の内

ちらはただ聴きほれることになる。

い。上野のチェロが私たちに何を語りかけ

容をどれだけ深く理解するかです」
。語り手

上野のレパートリーは幅広い。最近、とり

の唯一無二の個性は、この理解の度合いに

わけ集中して取り組んでいる作品を尋ねる

応じて表れる。

と、バッハと20世紀の作曲家と答えた。バッ

上野はデュッセルドルフで師事している

ハ以外に挙げられたのは、ルトスワフスキ、

ピーター・ウィスペルウェイから、いかに

クセナキス、ブリテン、ジョン・タヴナー、

楽譜に忠実であるべきかを教わったという。

黛敏郎、武満徹、森円花……。
「あまり知られ

テクニックで聴かせようとか、変わった解

ていない現代曲を弾くのは楽しいし、新し

釈で効果を出そうとか、そんな余計なこと

い発見がある。お客さんにももっと聴いて

は考えず、とことん突きつめて譜面と向き

もらいたい」と意欲的だ。

合う。
「すると自分の中で何かが変わってき
て、思いもよらない強い表現が出てくる」
。

6月の無伴奏リサイタルのプログラムは、
20世紀音楽をチェロで俯瞰するかのよう

作為によることなく、自然にわき出す自分

だ。チェレプニン、コダーイ、ブリテン、ル

Kiyoshi Shomura

るのか、じっと耳をすませよう。
（まつもと・りょういち／読売新聞記者）

上野通明（チェロ）―無伴奏

完売

2022 年 6月16日（木）19：00

アレクサンドル・チェレプニン：
無伴奏チェロ組曲 Op.76
デイヴィッド・ワイルド：サラエボのチェリスト Op.12
コダーイ：無伴奏チェロ・ソナタ Op.8
リゲティ：無伴奏チェロ・ソナタ
ルトスワフスキ：ザッハー変奏曲
ブリテン：無伴奏チェロ組曲第2番 Op.80

5,000 円／学生 2,500 円 全席指定

Daisuke Suzuki

とを前提に徹底的なシステム構築がされている
んです。それがいまの自分のベースになってい

謎めくピアニスト、その真実を聴く

青澤隆明

ますね。
大西：メトロポリタン歌劇場の現役コーチが教え

エニグマティック、という言葉がよいのかわか

てくれるなど専門性が高いし、一日中演技の授業

らないが、コンスタンチン・リフシッツには謎め

だったこともありました。

いて、どこか得体が知れないところがある。底知
れぬ才気と創造性に圧倒されながら、彼の音楽の
ことがよくわかった、という気になかなかなれな
いのが、コンサートを聴いた後の正直な実感とし
て残ることもままあった。
しかし、音楽は本来どこまでも求め得るもので、
いったんわかったつもりになるためのものでもな
ければ、またそのようなものでもない。際限のな
い反復や、記憶のなかでの反芻は、その感知と聴
取を深めるための時間でもある。人智の神秘のよ
うななにかに直に触れる体験でなければ、深く心
に残ることもなかなかないのではないか。
リフシッツのコンサートほど、驚嘆と不可解が
ないまぜになった感慨が残る演奏もそうないかも
しれない、というのが私のこれまでの実感だ。と
いうのは、自在すぎるほどの技量と遊興に漲る即
興的な才気の閃きによるのだろうし、それ以前に
リフシッツの演奏の際のテンペラメントが激しく
揺れ動くことにも大きくかかっている。
だからこそリフシッツは、
若い頃からつねにバッ
ハを得意とし、とりわけフーガとヴァリエーショ
ンに自らの達意を解き放つことを好んできたのだ
ろう。ポリフォニックな対話と変奏技法が瞬間ご
とに生起される愉楽、そこに運び込まれる発想と、
ときに放縦ともみられる豊饒な感情の流動は、彼
独特の表現の才覚を際立てるのに触発的な要素
だ。2010年代を通じても目覚ましい進境をみせ

森谷：音楽だけでなく、ミュージカルやバレエ、
演劇、美術など、手の届くところに何でもあって、
いつでも芸術文化に触れられる街ですしね。
大西：シェイクスピアとか、よく観に行ったな。
アメリカにはいまもヨーロッパの古い文化がいい
かたちで残っていて、欧州出身の人も暮らしてい
るし、街並みも新旧が共存していて、古いものに
対する愛情もすごくある。ヨーロッパにいるよう
な錯覚を覚えるし、ヨーロッパからの留学生も多
いですしね。
森谷：ふたりだと、ついアメリカを熱く語っちゃ
うね。
大西：確かに（笑）
。
―相性抜群ですね。
森谷：そういえば、今回のピアノの河原さんに「似
てる」と言われたのよね。
大西：河原さんもヴェルディ大好きだし、きっ
とこのプログラム、
楽しみになさっているでしょ
うね。
森谷：私たちと一緒に世界をつくってくださる、
実にありがたい存在です。ご自身の世界を持ちな
がらも、歌に寄り添ってくれる。歌手にすべてお
任せじゃないところが好き。
大西：昨秋初めて共演しましたが、あんなに歌を
聴いてくれるピアニストって、いそうでいないで
すよ。河原さんは僕らの何が似ていると思ったん
だろう。
森谷：武蔵野からアメリカに行ったというだけ
で、年齢も性格も違うけど…。でも信頼している
人が感じるんだから、何かはあるのかな。
大西：今回のステージでは、ヴェルディの魅力
とともに、そこも明らかになるかも知れません
ね（笑）
！
（2022年3月）

森谷真理（ソプラノ）＆大西宇宙（バリトン）

Viva Verdi! II 中期
2022 年 5月27日（金）19：00

河原忠之（ピアノ）
ヴェルディ：
《シチリア島の夕べの祈り》より
〈アリーゴよ！ああ、心に語れ〉
〈ありがとう、愛する友よ〉
《仮面舞踏会》より
〈希望と喜びに満ちて〉
〈立て！〜お前こそわが魂を汚す者〉
《シモン・ボッカネグラ》より
〈貧しい一人の女に〜娘よ、その名を呼ぶだけで〉
《椿姫》より〈神様は私に、天使のような娘を〉
《トロヴァトーレ》より〈君の微笑みの妙なる輝きは〉
〈聞いたかな、朝ともなれば〉
《リゴレット》より〈いつも日曜に教会で〉

6,500 円／学生 3,000 円 全席指定
特別協賛：株式会社竹中工務店

てきたバッハ演奏では、自発的に伸びやかな感興
を広げていくさまが、リフシッツの内省的な成熟
と表現の振幅のなかに、まざまざとみてとれた。
などと書きながら2005年にCD録音された《音
楽の捧げもの》を伴奏してきたのだが、これが素
晴らしく自在な演奏なのだ。難曲とされるテクス
トが運びがちな渋面をつゆ感じさせず、生気に満
ちた自由を透明な静けさのうちにくり述べていく
のである。そこにあるのは予定調和的な完成への
意図ではなく、その時点に結集してきた多種多様
な創意が全体として生かされていく調和に近い。
バッハが時代や情況を超えて無尽蔵なまでに語り
かけるものと、リフシッツが際限なくそこに生命
を吹き込むことの魅力はかくも甚大なものだ。
さて、ウクライナのハリコフに生まれたコンス
タンチン・リフシッツが、他ならぬショスタコー
ヴィチの音楽を、バッハと響き合う壮大な宇宙の
なかに見出していることは確かだが、しかし同時
にソヴィエトを生き抜いた偉才が同時代的に語り
かける過酷な体制下での創作のありようや、その
生存の流儀について考えずにいることもまた不可
能だろう。1976年の生まれといえば、ショスタ
コーヴィチ逝去の翌年である。
もっとも、オーケストラやコーラスを用いた公
式声明としての性格からは離れて、室内楽やピア
ノ作品はショスタコーヴィチのより個人的な創作

Konstantin Lifschitz
BA-DSCH Project
Kazuhito Yamane

Ryota Higashi

の棲み処となっていた。スターリン賞を受けたピ
アノ五重奏曲 Op.57でさえ、新古典主義的なバ
ロック志向が顕著なうえ、フィナーレのアンチ・
ヒロイックな終結をみれば、ショスタコーヴィチ
が表現者としての強い矜持を貫いていたことは窺
い知れようものだ。
バッハとの響応について言えば、同曲最初の

2楽章はプレリュードとフーガでバッハに有機的
に連繫するし、ピアニストへの復帰を目した時期
の《24の前奏曲》Op.34もショパンを経由して祖
をまなざしている。一方、ヴァイオリン・ソナタ

Op.134では、十二音技法を全面導入した主題と、
調性感とのノスタルジックな対比も鮮やかに活か
される。結果としては、
独奏曲が1932年から33年、
五重奏曲が1940年から、二重奏ソナタが最晩年
も近い68年と、ショスタコーヴィチの生涯の創作
を凝縮したプログラムが構成されている。
リフシッツの室内楽といえば、トッパンホール
ではパトリツィア・コパチンスカヤとのデュオに
続く機会となるが、日本では樫本大進とのデュオ
のほか、彼が主導する姫路国際音楽祭では川本嘉
子とも共演している。今回、その川本に、さらに若
い世代の俊英たち― 山根一仁、東亮汰、遠藤真
理を交えたアンサンブルが新生されるのは愉し
みなことだ。かねてよりショスタコーヴィチに鋭
い相性をみせてきた山根とのデュオでも才気煥発
な対話がつよく期待される。

Yoshiko Kawamoto

18世紀も20世紀も超えて、私たちには音楽の
時空がある。リフシッツという異才をよき媒介に、
その創造性の神秘に触ることができるのは幸運な
ことだ。2022年の二夜もまた、人智と人間の不屈
の精神への信頼を、いまなお強靭に、ますます自
由に伝えてくる濃密な音楽会となるだろう。
（あおさわ・たかあきら／音楽評論家）

コンスタンチン・リフシッツ（ピアノ）
BA-DSCH Project
Ⅰ J.S.バッハ―ソロ
2022年5月30日
（月）19：00

J.S.バッハ：7つのトッカータ BWV910 〜 916
：音楽の捧げもの BWV1079

Ⅱ D.ショスタコーヴィチ―室内楽＆ソロ
2022年6月2日
（木）19：00
山根一仁、東 亮汰
（ヴァイオリン）
川本嘉子
（ヴィオラ）
／遠藤真理
（チェロ）
ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン・ソナタ Op.134
：24 の前奏曲 Op.34
：ピアノ五重奏曲 ト短調 Op.57

（各日）7,000 円／学生 3,500 円 全席指定
2 公演セット券
11,900 円／トッパンホールクラブゴールド会員10,500 円
特別協賛：株式会社 安藤・間
協賛：タマポリ株式会社／株式会社トータルメディア
開発研究所／株式会社トッパン・コスモ／凸版
物流株式会社／株式会社 BookLive ／株式会
社フレーベル館

めくるめくDUO、幾重にも拡がりゆく世界

DUO

日本のクラシック・ギター界はいま、数多くの才

演などを積み重ね、録音も積極的に行って来た。そ

きを超えることは難しいが、DUOの12本の弦が作

の福田の弟子である鈴木は、ザルツブルク・モーツァ

り出す響きは、奥行き、広がり、そして色彩感も聴き

の日本のギター界を牽引して来たと言える4人のギ

ルテウム音楽院に留学して、ヨーロッパでの国際的

手の想像を超えて来る。トッパンホールという素晴

タリストがトッパンホールに一堂に会して、特別な

コンクールで入賞し、帰国後は武満徹作品の録音で

らしいアコースティックを持つホールを舞台に、4人

コンサートを開く。6月25日に開催される「DUO×

作曲家自身に賞賛を浴びた。大萩も福田の弟子のひ

の響宴を聴くのが楽しみである。

DUO」である。荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩
康司の4人だ。

とりで、
パリに留学。パリ音楽院で研鑽を積み、
キュー

彼らはもちろんソロでも積極的にコンサート活動

なった。2000年にはCDデビューを飾ったが、最近

を展開しているが、その一方で、お互いのソロのコ

ではチェリスト・宮田大とのアルバム『Travelogue

た。そうした共演を重ねて、2015年には荘村と福田

DUO
Yasuji Ohagi

片桐卓也

能ある若手奏者が登場して、活況を呈している。そ

ンサートに誰かを招いて、DUOの作品を共演して来

Shin-ichi Fukuda

Mari Endo

バで行われたハバナ国際ギターコンクールで2位と

（トラベローグ）
』も大きな話題を集めた。
それぞれの育って来た、また通って来た道が違う

によるアルバム『DUO』がリリースされた。さらに、

からこそ、DUO（二重奏）というスタイルで演奏を

その続編として『DUO2』が2020年にリリースされ

行う時、ソロで演奏する時とは違う複雑な音楽の陰

たが、その『2』には鈴木と大萩も参加し、4人のギ

影が生まれて来る。4人のレパートリーは広く、それ

タリストの様々な組み合わせによって、クラシック・

ぞれの得意ジャンルもある。従って、DUOで演奏す

ギターの新しい魅力を展開して見せた。

る時にも、バロック時代のヴィヴァルディから、現代

興味深いのは、それぞれのギタリストのバック

の武満徹、ローラン・ディアンスやジャン=マリー・

グラウンドが違う点にある。ご存知のように荘村は

レイモンなどに至るまで、取り上げる作品の時間軸

1963年に来日した名ギタリスト、イエペスに認めら
れてスペインへ留学。1969年に帰国してデビュー・

はかなり長いスパンとなる。さらに、組み合わせの

リサイタルを開き、その後、武満徹の知遇を得て、武

部分や高音部を担当し、一方が伴奏部、あるいは低

妙もある。ギター・デュオの場合、一方がメロディー

満によるギター曲を初演した。福田はパリ、エコー

音部を担当するという編曲が多くなる訳だが、それ

ル・ノルマル音楽院でポンセに師事し、パリ国際ギ

ぞれのパートを誰が担当するかによって、DUOの魅

ターコンクールで優勝し、帰国後はソロ・リサイタ

力も多彩になって行く。その可能性は「1プラス1」で

ルだけでなく、様々なメディアへの出演、海外での公

はなく、
「6×6」だ。ソロの演奏の場合、6本の弦の響

PRESS 117

（かたぎり・たくや／音楽ライター）

DUO×DUO

2022 年 6月25日（土）17：00

荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩康司
（ギター）
カルリ：
《対話風小二重奏曲》より ラルゴとロンド Op.34-2
ポンセ
（サラーテ編）
：間奏曲／スケルツィーノ・メヒカーノ
ヴィヴァルディ：
《2台のマンドリンのための協奏曲》
ト長調 RV532より 第2楽章
ジャン=マリー・レイモン：ミッドナイト・メモリーズ
ピアソラ：
《タンゴ組曲》より 第2楽章／第3楽章
武満 徹
（荘村清志／鈴木大介編）
：不良少年
武満 徹
（鈴木大介編）
：どですかでん
アルベニス
（リョベート編）
：椰子の木陰で
タレガ
（サグレラス編）
：アルハンブラの思い出
フォーレ
（佐藤弘和編）
：
組曲
《ドリー》より〈子守唄〉
〈ドリーの庭〉
メンデルスゾーン
（リョベート編）
：
《無言歌集》第4巻より〈浮き雲〉Op.53-2
カステルヌオーヴォ=テデスコ：エレジー風フーガ
ローラン・ディアンス：
《ハムサ》より 第5楽章〈チュニス・チュニジア〉

6,000 円／学生 3,000 円 全席指定
特別協賛：株式会社 安藤・間

2022.5 〜 8

日時

公

30

日時
特別協賛：株式会社竹中工務店

上野通明（チェロ）― 無伴奏

（ヴァイオリン）
＆阪田知樹（ピアノ）

Trio Rizzle
8 ／ 11（木・祝）
17:00 毛利文香

（ヴァイオリン）／田原綾子（ヴィオラ）／笹沼

特別協賛：株式会社竹中工務店

［全席指定］

北田千尋（ヴァイオリン） デュオ、
その変遷と深化

Vol.117
8 ／ 24 （水）
12:15

谷口知聡（ピアノ）

※開場は開演の30分前となります。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。
なお、全主催公演で託児サービスをご利用いただけます
［有料・要予約］
。
お申し込み・お問い合わせは
（株）マザーズ 0120-788-222まで。
2022年4月中旬現在

ご来場のお客さまへのお願い
➡

現在、公演開催へ向けては、直近の諸状況
に応じた対応をとっています。最新情報は
WEBサイトをご確認ください。

樹（チェロ）

最新情報はオフィシャルWEBサイトでご案内しています

www.toppanhall.com

※WEBチケットもご利用いただけます

INFORMATION
2022年

速報！

10/1（土）

〈歌曲の森〉〜詩と音楽 Gedichte und Musik〜 第25篇〜第27篇
クリストフ・プレガルディエン（テノール）＆
10/ 3（月） ミヒャエル・ゲース（ピアノ）
19：00
―シューベルト三大歌曲を歌う
10/5（水） ＊10/1は〈トッパンホール22周年 バースデーコンサート〉
19：00

18：00

7/13
発売

10/10（月・祝） ベルチャ弦楽四重奏団
15：00

10/17（月） 〈エスポワール スペシャル 16〉
19：00

アイレン・プリッチン（ヴァイオリン）

11/5（土）

アレクサンドル・メルニコフ（ピアノ）

18：00

7/27
発売

11/ 29（火） ロナルド・ブラウティハム（フォルテピアノ）
19：00
12 /5（月）
19：00

毛利文香（ヴァイオリン）＆原嶋 唯（ピアノ）

12 /10（土） 郷古 廉（ヴァイオリン）＆ホセ・ガヤルド（ピアノ）
15：00

9/14
発売

12 /16（金） マルティン・ヘルムヒェン（ピアノ）
19：00
トッパンホール ニューイヤーコンサート 2023

1月
2 / 3（金）

19：00

2 /15（水）

〈ランチタイムコンサート Vol.116〉
北田千尋（ヴァイオリン）デュオ、その変遷と深化

2022年7月8日
（金）12：15

原嶋 唯
（ピアノ）
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ ト長調 K301
（293a）
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第6番 イ長調 Op.30-1
シューベルト：ロンド ロ短調 D895

入場無料（要予約／お一人様2席まで）
受付期間：2022/5/26（木）
〜 6/17（金）
お申し込み方法：
［一般］ハガキ（抽選制・当選者のみ通知）

〒112-0005 東京都文京区水道1-3-3
トッパンホールチケットセンター「ランチタイムコンサート Vol.116」受付係
（住所、氏名
（フリガナ）
、電話番号、希望席数を明記ください。
）

［会員］電話

表紙：コンスタンチン・リフシッツ
リフシッツのトッパンホール初登場は、2004年2月。
《ハンマークラヴィーア》
を含むベートーヴェン・プロで聴かせた戸惑うほどの個性は、文字通り 異才
として聴衆を瞠目させました。10年後にはコパチンスカヤとの共演で再登場
し、健在ぶりと進境を披露。圧巻のテクニックを深い音楽表現へとひたすら
注ぎ込む彼が、
〈BA-DSCH Project〉
で聴かせる現在地は必聴です。

2 /18（土）

17：00

鈴木優人（チェンバロ）

J.S.Bachを弾く 2 ―パルティータ
〈歌曲の森〉〜詩と音楽 Gedichte und Musik〜 第28篇
〈エスポワール スペシャル 18〉
アンナ・ルチア・リヒター（メゾ・ソプラノ）＆
ティル・フェルナー（ピアノ）

2 / 21（火） ニコラ・アルトシュテット（チェロ）―無伴奏

2022/23シーズン前期は、コロナ禍で中止を余儀なくされた企画の
復活公演も含めながら、創造の場としてのトッパンホールらしさを変
わらずに追求し、室内楽の醍醐味を力強くお届けしてまいります。
この秋は、久しぶりとなる名物企画
〈歌曲の森〉で重厚にスタート。
ともに主催公演をかたちづくってきたアーティストに、新風を吹き込む
初登場組と、引き続き抜かりのない企画をご用意いたしました。トッ
パンホールはこれからも、いまを表現し未来を志向するホールとして、
確かな歩みを続けてまいります。

3/5（日）

クリスティアン・テツラフ（ヴァイオリン）＆
キヴェリ・デュルケン（ピアノ）

3/13（月）

イェルク・ヴィトマン（クラリネット）

19：00

発売

〈エスポワール シリーズ 12〉
嘉目真木子（ソプラノ）Vol.3―ドイツ・リート

19：00
15：00

11/2

3/ 23（木） パトリツィア・コパチンスカヤ（ヴァイオリン）
19：00

11/16
発売

12/7
発売

※発売日は変更になる可能性があります。記載の発売日は一般発売日です。
※最新情報はオフィシャルWEBサイトをご確認ください。
※各公演の詳細は追ってご案内いたします。

デュオの魅力満載！ 喜びの歌が満ちる、至福のひととき
昨年スタートした久保田巧のシリーズ《ヴァイオリンは歌う》
。
ピアニスト津田裕也と共にウィーンの香りをお届けした第1回は、
二人の精緻で温もりあふれる音楽が珠玉の名曲たちをさらに輝か
せ、
「コンサートホールで音楽を聴く」という、コロナ禍で当たり前で
はなくなりつつあったライヴの喜びを改めて感じさせてくれました。
第2回となる今回は、彼女とゆかりのウィーン、ミュンヘンとつ
ながりの深いオペラ作曲家、R.シュトラウスの若き日のソナタを
メインに、ベートーヴェンの
ソナタの中でも歌謡性の高い
第8番、ボヘミアの香りと抒
情あふれるドヴォルジャーク
をプログラム。
「 歌 を奏でる
楽器、それがヴァイオリン」
と久保田が語る、その魅力を
たっぷりと感じられることで

しょう。インティメットなデュオの魅力とヴァイオリンの 歌 に
包まれるひとときを、どうぞお楽しみください。

久保田 巧 ヴァイオリンは歌う
Vol.2 となりの国々から
2022年6月26日
（日）15：00

津田裕也（ピアノ）
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第 8 番 ト長調 Op.30-3
シューマン：幻想小曲集 Op.73
ドヴォルジャーク：ロマンス へ短調 Op.11
R.シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 Op.18

全席指定：5,500 円
主催：KAJIMOTO
お問い合わせ：カジモト・イープラス 050-3185-6728
チケットのお申し込み：トッパンホールチケットセンター

編集後記
今号では、森谷真理さんとの
「ヴェルディ
・プロジェクト」の第2弾
（5/27
開催）を前に、森谷さんと、共演の大西宇宙さんにインタビューさせて
いただきました。絶えない笑顔と、息のあった掛け合いで、ヴェルディや
アメリカ留学のこと、真摯な内容から楽しい思い出まで、たくさんお話し

くださいました。本公演のプログラムは、天才ヴェルディの本領が濃厚
に感じられる、魅力満載の名曲ばかり。おふたりにしか描き得ない世界
に、期待が高まる対談になりました。公演を楽しみに、ご一読ください
ましたら幸いです。
（雪）

※当紙に掲載している内容について、許可なく複製あるいは転用することを固く禁じます。

お昼のひとときに本格的な演奏会
が楽しめるトッパンホールの〈ランチ
タイムコンサート〉
。数多の新しい才能
をお届けしてきた本シリーズが、7月に
スポットを当てるのが、ヴァイオリンの
北田千尋です。2020年12月にはカル
テット・アマービレで、さらに今年の
ニューイヤーコンサートにも出演し、
いずれも渾身の演奏で存在感を示した
北田が、今度は自身が主役となって帰ってきます。パートナーは、
これまでも
〈ランチタイムコンサート〉の共演ピアニストとして、その
勝負のステージを支え、共に挑んできた、原嶋唯。トッパンホール
の舞台をよく知る二人は、今回が初共演。得意のモーツァルト、初
挑戦のベートーヴェン第6番に、北田が新たな境地へと踏み出そ
うと選んだシューベルトのロンド ロ短調をお届けします。瑞々しい
デュオの意欲的な挑戦に、どうぞご期待ください。

発売

©TOPPAN HALL 2022.5 KⅠ

瑞々しく美しい “歌” を聴く

19：00

9/14

印刷：凸版印刷株式会社

2023年

https://www.toppanhall.com/ 制作：株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ

ラインナップ
2022/2023シーズン主催公演［前期］

〒112-0005 東京都文京区水道1-3-3 (03)5840-2200

特別協賛：株式会社 安藤・間

7／ 14 19:00 辻 彩奈
（木）

特別協賛：株式会社 安藤・間

7 ／ 8 12:15 Vol.116
（金）

特別協賛：株式会社 安藤・間
協賛：タマポリ株式会社／株式会社トータルメディア開発研究所／株式会社トッパン・コスモ／
凸版物流株式会社／株式会社BookLive ／株式会社フレーベル館

（ギター）

（ピアノ）

トッパンホールが選んだ若手ホープによるミニ・コンサート

山根一仁、東 亮汰（ヴァイオリン）／川本嘉子（ヴィオラ）／遠藤真理（チェロ）

DUO×DUO
25 （土）
17:00 荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩康司

8 ／ 19 19:00 トーマス・ヘル

広報部

16 19:00

演

〈ランチタイムコンサート〉

コンスタンチン・リフシッツ（ピアノ）BA-DSCH Project
19:00 Ⅰ J.S.バッハ― ソロ
Ⅱ D.ショスタコーヴィチ― 室内楽＆ソロ

（木）

公

03-5840-2222

（金）〈異才たちのピアニズム 8〉

（月）

2 （木）
19:00
6／

（ピアノ）

（10：00〜18：00 土日祝休）

発行・編集：

5／

演

森谷真理（ソプラノ）＆大西宇宙（バリトン） Viva Verdi ! Ⅱ 中期

27 19:00 河原忠之
（金）

トッパンホールチケットセンター

主催公演

発行日：2022 年 5月1 日

SCHEDULE

