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－おめでとうございます。今の気持ちを
お聞かせください。
正直、びっくりしています。このコンクー
ルの本選に残れたことでとても幸せでし
たが、このような賞をいただいたからには、
これに恥じぬように、これからもっと努
力していかなくては、と思っています。

－今日の演奏を聴かせていただき、音の輝きが素晴らしかった
ことが、とても印象に残りました。
ありがとうございます。ラヴェルでの音の輝き、音の粒、音のニュ
アンスがどれだけ表現できるかが、今回僕の課題でした。
－ブラームスの和声感も素晴らしかったですが。
ブラームスは低音域、バスのラインを魅力的に、大切に演奏
することを心がけました。フランスものは、客観的に、より
耳を澄ませて聴くことの重要性を感じていました。
－本選での2曲の組み合わせに関しては？
ブラームスのこの曲（創作主題による変奏曲 Op.21-1）は、

精神的に安定した時期に作られた作品で、人生での楽しさ、
悲しさ、虚しさを表現する曲であること。そして、ラヴェル
は1曲ずつタイトルがあり、その情景、背景のようなものが
あるので、ラヴェルの本を読み、自分の内面から表現できる
ように心がけました。
－1次予選、2次予選、そして本選といかがでしたか？
1次が思いどおりの演奏ができずに悔しい思いをしたので、2次、
本選で挽回したいと、全力で挑みました。
－今後、特に取り組まれていきたい作曲家、またはお好きな作
曲家をお聞かせください。
ショパンも、ロシアものもラフマニノフも弾きたいです。そして、
ブラームスも一番好きな作曲家です。   
－将来、どのようなピアニストを目指していらっしゃいますか？
聴衆をわかせるような、圧倒するようなピアニストになれた
ら嬉しいです。 
－楽しみにしております。どうぞご活躍を！

第9回安川加壽子記念コンクール
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Interview

演奏プログラム
【第1次予選】	A. ショパン：エチュード Op.10-10 変イ長調
  B. モーツァルト：ソナタ 変ロ長調 K.281
【第2次予選】	A. J.S. バッハ：平均律 第 1 巻 第 8 番
  B. ショパン：幻想ポロネーズ 変イ長調 Op.61
【本　選】	 ブラームス：創作主題による変奏曲 ニ長調 Op.21-1
  ラヴェル：鏡
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－今のお気持ちをお聞かせください。
嬉しいですね。まさか、このような素晴
らしい賞をいただけると思っていなかっ
たので、ありがたく思っています。
－本選でモーツァルトをお弾きになるの
は、勇気のいることだと思うのですが。
あの曲（ソナタ ハ短調 K.457）は大好きで、

長い期間弾いていて、今日は曲を楽しむ余裕もありました。
－そして、ラヴェル（夜のガスパール）ですね。
そちらも、長い間弾いていました。浜離宮ホールで弾くのは
初めてだったので、あのホールで弾くのはどんな感じになる
かと、いろいろ試しながら演奏できました。

－1次、2次、そして本選といかがでしたか？
2次の曲の準備があまりできていなかったので、1次から2次への
1週間、毎日本当に焦りながら練習していました。2次を通った
だけでよかったと思っていたので、賞をいただけてありがたいです。
－お好きな作曲家は？
ラヴェル、ショパンが好きですね。
－今日に至るまでの、音楽家を志すきっかけになったようなこ
とは？
今みていただいている先生に出会ったことが、音楽高校、大
学と音楽の世界、またコンクールを受けるきっかけとなって
いるので、先生にはとても感謝しています。
－おめでとうございました。今後のご活躍を楽しみにしています。

演奏プログラム
【第1次予選】 A. リスト：「超絶技巧練習曲」第 12 番 雪かき
  B. ベートーヴェン： ソナタ 第 30 番 ホ長調 Op.109  

第 1・2 楽章
【第2次予選】 A. J.S. バッハ：平均律 第 2 巻 第 11 番
  B. ショパン：エチュード Op.25-6 嬰ト短調
   ショパン：エチュード Op.25-11 イ短調
   ショパン：スケルツォ 第 4 番 ホ長調 Op.54
【本　選】 モーツァルト：ソナタ ハ短調 K.457 
  ラヴェル：夜のガスパール

－今のお気持ちをお聞かせください。
1次から今日まで約1ヵ月過ぎたのですが、
この1ヵ月、今までに感じたことがない
くらい、本当に早く過ぎていきました。
とてもたいへんでしたけれど、勉強にな
りました。今日の演奏は、とても満足し
ているとは言えないのですが、思いがけ

ず素晴らしい賞をいただき、感謝しています。
－プロコフィエフとフランスものの組み合わせは難しかったと
思うのですが。
フランスものは苦手な分野で、今回このように勉強する機会を
いただき、その難しさを痛感しました。でもこれを機会に、もっ
と勉強したいと思いました。ロシアものは得意なので、本選で
得意なものを弾きたいと思い、このようなプログラムにしました。

－1次、2次、本選とレパートリーを準備する難しさは、いか
がでしたか？
プロコフィエフ（ソナタ8番）をどうしても弾きたく、自信の
あるものは本選でどうしても弾きたかったので、そこに至るま
でには、絶対に1次、2次を通らなくてはならないので、本当にずっ
と気が張りつめていました。今、ようやく解放されています。  
－プロコフィエフは、とても弾きこんでいらっしゃいましたが、
今後弾いていきたいものは、やはりロシアものですか？
せっかくチャンスをいただいたので、ロシアものばかりではなく、
フランスものもこれから弾いていきたいと、今回とても思い
ました。
－これからも、よりレパートリーを広げてご活躍ください。お
めでとうございました。

（インタビュー　広報部　文責　三國彰子）

荒井玲奈

下岡萌々子

Interview

Interview

演奏プログラム
【第１次予選】 A. ラフマニノフ：「音の絵」 Op.39-6 イ短調
  B. ハイドン：ソナタ ハ短調 Hob.ⅩⅥ：20 第1・3楽章

【第２次予選】 A. J.S. バッハ：平均律 第 2 巻 第 9 番
  B.  ブラームス： ソナタ 第 2 番 嬰ヘ短調 Op.2  

第 1・4 楽章

【本　選】 ドビュッシー： 前奏曲 第 2 集 より  
2. 枯葉、3. ヴィノの門

  プロコフィエフ：ソナタ 第 8 番 変ロ長調 Op.84
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入選者
（演奏順）

演奏プログラム
【第1次予選】 A. ドビュッシー：エチュード Ⅷ . 装飾音のための
  B. ハイドン：ソナタ 変ホ長調 Hob.X Ⅵ：49 第1楽章
【第2次予選】 A. J.S. バッハ：平均律 第 1 巻 第 12 番
  B. シューベルト：ソナタ 第 13 番 イ長調 D664 Op.120
【本　選】 ドビュッシー：映像 第 2 集
  ショパン：マズルカ風ロンド ヘ長調 Op.5
  ショパン：幻想ポロネーズ 変イ長調 Op.61

演奏プログラム
【第1次予選】	 A. スクリャービン：エチュード Op.8-9 嬰ト短調
  B. ハイドン：ソナタ 変ロ長調 Hob.X Ⅵ：41
【第2次予選】 A. D. スカルラッティ：ソナタ ト長調 K.201 ／ L.129
  B. シューマン：ソナタ 第3番 ヘ短調 Op.14 第1・3・4楽章
【本　選】 ドビュッシー： 前奏曲 第1集 より 5.アナカプリの丘、 

6. 雪の上の足跡、7. 西風の見たもの、
12. ミンストレル

  ラフマニノフ： ソナタ 第2番 変ロ短調 Op.36（1931年版）

演奏プログラム
【第1次予選】 A. ショパン：エチュード Op.25-11 イ短調
  B. ベートーヴェン：ソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 第1楽章
【第2次予選】 A. J.S. バッハ：平均律 第 2 巻 第 24 番
  B. シューマン：交響的練習曲 Op.13（1837 年版）
【本　選】 ショパン：幻想ポロネーズ 変イ長調 Op.61
  ラヴェル：夜のガスパール

演奏プログラム
【第1次予選】 A. ドビュッシー：エチュード Ⅵ . 8 本の指のための
  B. ハイドン：ソナタ 変イ長調 Hob.X Ⅵ：46
【第2次予選】 A. J.S. バッハ：平均律 第 2 巻 第 20 番
  B. ショパン：ノクターン ロ長調 Op.9-3
   ショパン：幻想ポロネーズ 変イ長調 Op.61
【本　選】 ドビュッシー： 前奏曲 第1集 より 4.音とかおりは夕

暮れの大気に漂う、7. 西風の見たもの
  シューマン：ソナタ 第 1 番 嬰ヘ短調 Op.11

演奏プログラム
【第1次予選】	 A. ショパン：エチュード Op.25-11 イ短調
  B. モーツァルト：ソナタ ト長調 K.283
【第2次予選】 A. J.S. バッハ：平均律 第 1 巻 第 21 番
  B. ショパン：スケルツォ 第 2 番 変ロ短調 Op.31
   ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 Op.60
【本　選】 ドビュッシー：前奏曲 第 2 集 より 5. ヒースの茂る荒れ地、12. 花火
  ショパン：ソナタ 第 3 番 ロ短調 Op.58 

西本裕矢

守永由香

徳永雄紀

三浦舞夏

大﨑奈々


