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ONGAKU zanmai
z 音楽との関わりかたz

もうすぐ７月ですね。プールも始まり、賑やかで楽しい夏がやっ
てきました♪先月は新聞をお休みしてしまいましたが、今月は
「音楽とのつき合い方」について、我が家の例えを２つだけ（私
と夫の場合）書こうと思います。

CASE1

まず最初は、私の幼少時からの音楽とのつき合い方を綴っ

てみます。

私がピアノを始めたのは３歳の頃で、母に「ピアノやってみ

る？」と聞かれて「やりたーい！」と答えたのがきっかけ

でした。

小学１年生のある日、近所のパン屋さんへおつかいを頼ま

れました。その店は飲食するスペースもあったのですが、
そこで知らないお兄さん達が二人、おしゃべりをしながら

パンを食べています。どうやら音楽の話をしているようで

した。

さっそく私は近づいて行って、「お兄さんたち、ピアノ弾

けるの？わたしね、ピアノすっごくうまいんだよ！」と話しかけました。（物怖じしない
性格というか、今考えると笑ってしまいます。）
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そのお兄さんの一人は音楽大学で作曲をしていると言うので、これは面白そうだなぁ～と

思った私は「さっきょく、おしえて！今、お母さんを連れてくるからまってて！」と言っ

て、母をそのパン屋さんに引っ張っていきました。

そのお兄さんは当時、東京芸術大学の作曲科に在学していた学生でした。めでたく交渉が

まとまり、私の家で週に１時間作曲を教えていただくことになりました。

ピアノの先生も作曲の先生もとても優しかったのでレッスンが楽しく、それに加えて両親

が沢山のクラシックコンサートを聴かせてくれたので、私はますます音楽が好きになりま

した。

私が小学３年生になった時、その作曲の先生がおっしゃいました。「来年から僕はフラン

スに留学するからレッスンが出来なくなる。あなたは本当に音楽が好きそうだから聞くけ

れど、ピアニストになる気はあるの？」私はいつもの調子で「あるある！なる～！」と答

えました。先生は「それならば芸大か桐朋学園に行ってほしいな。僕のピアノの先生は両

方の教授をしているから、紹介してあげよう。」とおっしゃって、その年の夏に、私は作
曲の先生と一緒に、新しいピアノの先生のお家を訪ねたのでした。

そして同じ年の秋には両方の大学の学園祭を見に行き、私は「桐朋が気に入った！ここに

行く！」といって、決めてしまいました。以後、１度も迷うことなく音楽の道へと進んで

いったことを思うと、本当に私は単純な性格で、そして音楽がとにかく好きなのだと思い

ます。

ちなみに小学３年生まで作曲を教えてくださった先生は、その数年後に作曲の芥川賞を取

るなどして、現在もフランスで活躍中です。こうした素晴らしい先生方との出逢いも、私

にとって大切な宝物になっています。

CASE2

次に、私の夫の場合を書いてみます。彼はアマチュアでチェロを弾いています。

彼は小学２年生からピアノを始め、高校３年生まで続けていました。愛知県に住んでいま

したが、大学生になって東京で一人暮らしを始めた時、大学のサークルは何に入ろうか考

えました。
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中学と高校でバレーボールをしていたので、バレー部に入ろうかとも思ったのですが、音

楽も好きで、一人暮らしの部屋にピアノがないことにさみしさを感じていたこともあって

オーケストラ部を見にいきました。そして最初はヴァイオリンを始め（本当はチェロをや
りたかったのに、一緒に見に行った友達がチェロをやると言うので、あまのじゃくに

「じゃあヴァイオリンをやる」と言ったようです）、そして半年後からはチェロに変えま

した。

やるからには上手くなりたい、一生懸命に練習していたら良いチェロの先生を紹介しても

らい、東京フィルハーモニーというプロオーケストラの首席の人に習うようになりまし
た。

今もたまに、私が朝早くにふと目を覚ますと、防音の部屋からかすかにチェロを練習する

音が聞こえてきます。本当に音楽が好きなんですね。

音楽とともに生きること、10人いたら10のケースがあると思います。みなさんにとって将

来、音楽がどんな役割になっていくのかとても楽しみに感じています。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2008年・6月号　文章/河合美穂）
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♪発表会のお知らせ♪

2008年10月18日（土）の発表会に出演される方は15人です。

・河合煕衛くん（年少）

・内田悠太朗くん（年少）

・溝部昂太郎くん（年中）

・萩谷伸司くん（年長）

・蛭田尚日子ちゃん（年長）

・瀧田風歌ちゃん（年長）

・吉岡瑞貴ちゃん（年長）

・武部せなちゃん（小１）

・柳沢真尋ちゃん（小１）

・諏訪圭太郎くん（小２）

・瀧田佳音ちゃん（小２）

・中澤佳祐くん（小３）

・吉原理華ちゃん（小４）

・諏訪友香ちゃん（小５）

・佐々木悠子さん（中１）

（※同じ学年での演奏順は、アルファベット。）

発表会に向けての練習課程によって、充実した本番を迎えられると思います。

よい発表会になりますように♪
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