
＊演奏中の入退場はご遠慮ください。＊ホール内客席では携帯電話、スマートフォンなど全ての電子機器の電源をお切りください。タ
ブレット端末など光を発する機器も、周囲の方の鑑賞の妨げとなりますので、ご使用にならないようお願いいたします。＊写真撮影、
録音、録画は固くお断りいたします。＊時計のアラーム・時報などは設定の解除をお願いいたします。＊鈴のついたアクセサリー、お
手荷物などは演奏中に音が出ないよう、十分ご注意ください。また、アメの包み紙を開ける音にもご注意ください。＊客席内での飲食
はご遠慮ください。
【補聴器をお使いの皆さまへ】補聴器が正しく装着されていることをご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ホール内は小さな音でも
よく響きますので、
ご協力をお願いいたします

主催：川崎市、ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化財団グループ）　 
後援：川崎市教育委員会、公益社団法人 日本オーケストラ連盟　  特別協賛：株式会社 東芝　  

助成：平成28年度文化庁
　　　劇場・音楽堂等活性化事業

指揮・編曲：ボブ佐久間
Bob Sakuma, Conductor, Arranger

わずか 19 歳で東京交響楽団にヴァイオリニストとして入団。後にジャズピアニストを経て 23 歳で作曲家としてデビュー。その後、数多
くのＴＶドラマ、アニメ、音楽番組などを手掛ける。1977 ～ 85 年まで米国ハリウッドに在住。帰国後は壮大かつ多彩な編曲力、管弦楽
法を武器に活躍。1995 ～ 2012 年まで名古屋フィルハーモニー交響楽団ポップス部門のミュージックディレクター（音楽監督）。国内主要
オーケストラとの共演も多い。06 年には英国ロイヤル・フィルとのコンサートを成功させたほか、韓国ドラマのオーケストラコンサート
でも女優チェ・ジウと度々共演するなど幅広いジャンルで活躍中。「気軽にオーケストラを楽しんでもらうこと」をライフワークに、毎回
のコンサートを楽しませてくれる音楽の料理人である。

指揮・編曲：萩田光雄
Mitsuo Hagita, Conductor, Arranger

1946 年埼玉県生まれ。慶応義塾大学工学部電気科出身。在学中はクラシカルギター・クラブに在籍。ヤマハ音楽振興会録音スタジオに勤
務の傍ら、ヤマハ作編曲教室にて林雅彦氏に師事、作・編曲家としてデビュー。デビュー 2 年目にフジ TV「FNS 歌謡祭」で編曲賞を受賞、
その後「シクラメンのかほり」（布施明）で日本レコード大賞受賞、「メランコリー」（梓みちよ）、「空飛ぶ鯨」（ちゃんちゃこ）で日本レ
コード大賞・編曲賞を受賞。2013 年「女の夜明け～第一楽章～」（竹川美子）で日本レコード大賞編曲賞を受賞。筆名はほかに萩田光男、
Michael Howard Jr. など。

指揮・ピアノ・編曲：前田憲男
Norio Maeda, Conductor, Piano, Arranger

1934 年大阪生まれ。独学でピアノを習得して高校卒業と共にプロ入りし、55 年上京。57 年から、名門バンド「ウエストライナーズ」に在籍。
75 年からの「11PM」や、「ミュージック・フェア」、「サウンド・イン・Ｓ」、「ザッツ・ミュージック」などの人気番組の音楽監督を担当。
長年にわたりアレンジャーとして多忙を極めながらも、近年は「前田憲男とウィンドブレイカ―ズ」、自己のトリオ、羽田健太郎・佐藤允
彦との「トリプルピアノ（2007 年終了）」、全国主要オーケストラのポップスコンサートの客演指揮など、多彩な演奏活動を展開。1983 年
にジャズ界の最高位に価する「南里文雄賞」とレコード大賞「最優秀編曲賞」、2014 年には「文化庁長官表彰」を受賞。

ギター：斎藤明子
Akiko Saito, Guitar

15 歳でデビューリサイタルを開催。その後スペインへ留学し、1984 年に第 2 回スペインギター音楽コンクール第 1 位、87 年に第 30 回東
京国際ギターコンクール第 1 位、そのほか国内外の数々のコンクールで優勝・入賞。さらに 88 年カザルスホール、90 年ウィーン、91 年津
田ホール、ニューヨークのカーネギー・リサイタルホールにてリサイタルを行い、国際的な評価を得た。これまで日本フィル、東響、東
京フィル、新日本フィル、新星日響、関西フィル、札響、アンサンブル金沢と共演。またソロ活動に加え、ソプラノの蒲原史子、塩田美
奈子、ヴァイオリンの豊嶋泰嗣など実力派と共演し、ギターによる声楽曲や器楽曲の魅力を深めている。10 弦ギター使用。

■オーケストラ・プロフィール　Orchestra Profile

読売日本交響楽団
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

【創　　設】  1962 年、日本のオーケストラ音楽の振興と普及のために読売新聞社、日本テレビ放送網、読売テレビのグル
ープ 3 社を母体に設立。

【指 揮 者】 シルヴァン・カンブルラン（常任指揮者）、下野竜也（首席客演指揮者）、
 スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ（桂冠名誉指揮者）、
 ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー、ユーリ・テミルカーノフ（以上、名誉指揮者）、
 尾高忠明（名誉客演指揮者）、小林研一郎（特別客演指揮者）

【楽団員数】 101 名
【ホーム・コンサート・ホール】 サントリーホール、東京芸術劇場、横浜みなとみらいホール
【楽団ウェブサイト】 http://yomikyo.or.jp

■出演者プロフィール　Profile

読売日本交響楽団
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

「フルオーケストラが奏でる懐かしのジャズ＆シャンソン」

■プレトーク	 14:20～14:40（ボブ佐久間＆前田憲男）
■開演	 15:00　
■終演予定	 17:00
■出演	 指揮・編曲：ボブ佐久間、萩田光雄　Bob Sakuma & Mitsuo Hagita, Conductor, Arranger

	 指揮・ピアノ・編曲：前田憲男（スペシャルゲスト）　Norio Maeda, Conductor, Piano, Arranger

	 ギター：斎藤明子＊　Akiko Saito, Guitar

■会場	 　MUZA Kawasaki Symphony Hall

■曲目　Program

【指揮：ボブ佐久間】

いい日旅立ち　Departure on a Fine Day 〔6 分〕

【指揮：萩田光雄】

「異邦人」の旅　Travel of “Foreigner” 〔5分〕

遠くへ行きたい＊	
I Want to go somewhere far away 〔5分〕

アラールの華麗なる練習曲＊
Estudio Brillante 〔3分〕

【指揮：ボブ佐久間】

グレンミラー・メドレー
（イン・ザ・ムード、茶色の小瓶、真珠の首飾り）
In the Mood, Little Brown Jug, A String of Pearls 〔9 分〕

ムーンライト・セレナーデ　
Moonlight Serenade 〔4分〕

	─　	休憩〔20 分〕　Intermission (20 min.) 　─

 ※演奏時間は目安です

〈前田憲男スペシャル・ジャズコーナー〉
VIVA!!  チャイコフスキー　VIVA!! Tchaikovsky

【指揮・ピアノ：前田憲男】 〔20 分〕

アンダンテ・カンタービレ　Andante Cantabile

花のワルツ　Waltz of the Flowers

【指揮：ボブ佐久間】

ロマンティック・シャンソン
（パリの空の下、枯葉、バラ色の人生、サン・トワ・マミー）
Sous le ciel de Paris, Autumn Leaves, La Vie en Rose, 
Sans Toi M'amie 〔10 分〕

大きな古時計　My Grandfather’s Clock 〔6 分〕

A列車で行こう　Take the “A” Train 〔4分〕

シング・シング・シング　Sing, Sing, Sing 〔4分〕

7/28木

【特別賛助会員】
NTTアドバンステクノロジ株式会社
川崎幸病院
川崎信用金庫
キヤノン株式会社
サントリーホールディングス株式会社
大本山川崎大師平間寺
株式会社東芝
三井不動産グループ
株式会社ヨドバシカメラ

【賛助会員】
有限会社アイエムシー
税理士法人あおぞら会計
味の素株式会社 川崎事業所

アルファクス株式会社
株式会社イープラス
神奈川臨海鉄道株式会社
カナケイ株式会社
川崎アゼリア株式会社
公益社団法人川崎市医師会
公益社団法人川崎市歯科医師会
川崎市信用保証協会
公益社団法人川崎市病院協会
一般社団法人川崎市薬剤師会
川崎鶴見臨港バス株式会社
かわさきファズ株式会社
川崎フロンターレ
川崎臨港倉庫埠頭株式会社
株式会社きんでん

ケイジーケイ株式会社
京浜楽器株式会社
株式会社さいか屋 川崎店
公益財団法人 JFE21世紀財団
株式会社シグマコミュニケーションズ
セレサ川崎農業協同組合
株式会社デイ・シイ
東亜石油株式会社
東燃ゼネラル石油株式会社 川崎工場
東洋ロザイ株式会社
日本窯炉株式会社
ぴあ株式会社
富士通株式会社
富士電機株式会社
株式会社ムーブエイト
　　＊
大宮町町内会
遊園電子工房
他　1 法人

【個人賛助会員】
阿部　孝夫
磯野　和久
宇治橋　哲
遠藤　智和
小笠原　将
岡田　　元
岡野　　功
小野　洋彰
喜多　紘一
小菅みつほ
後藤　　実
斉藤　隆徳
佐藤　　亨
鈴木　純夫
鈴木　　徹
関口　浩・三代子
高橋　美子
竹内　啓介

都築　　豊
中村紀美子
西山　英昭
野口　泰司
橋本ゑみ子
長谷川喜代江
林　　浩一
林　　直人
尾藤　敏雄
平野　信子
前田　　泉
松本　武巳
山内　利夫
山下　啓史
山田　昌克

他　匿名 3 名
敬称略・50 音順

（2016年 7 月 1 日現在）

■ミューザ川崎シンフォニーホール ホールスポンサー
ミューザ川崎シンフォニーホールの公演事業は、
ホールスポンサーの皆様によって支えられています。 

© Kazunao Maeda

協力：一般社団法人	日本作編曲家協会
助成：平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業



　素敵なメロディは、クラシック音楽の専売特許ではない。人の心を打つ美し

いメロディが、ジャズ、シャンソン、そして歌謡曲、ポップスの世界にもある。

選ばれた美しいメロディをクラシックのオーケストラが奏でる時、そこには新

しい発見と感動の世界が広がるはずだ。日本を代表する作・編曲家の３人が、

編曲に腕をふるった美しいメロディを、この午後に楽しもう。

山口百恵の歌はいまだに耳に残る
　「いい日旅立ち」は谷村新司の作詞・作曲で、山口百恵が歌った。シングル

がリリースされたのは1978年11月。日本国有鉄道（当時）のキャンペーン・

タイトルをそのまま楽曲のタイトルに使った。多くのアーティストによってカ

バーされる名曲で、今回はボブ佐久間の編曲でその懐かしいメロディを聴く。

　続いて登場するのは萩田光雄。萩田は数多くのヒット曲を書き、編曲を手が

けて来た。彼の編曲作品の中でも有名なのは「異邦人」（久保田早紀／作詞・

作曲、1979年リリース）だろう。ほかにも「待つわ」（あみん）、「木綿のハン

カチーフ」（太田裕美）、「飾りじゃないのよ涙は」（中森明菜）など、数多くの

編曲作品がある。

　今回はギタリストの斎藤明子をフィーチャーして、まず久保田早紀「異邦人」

のイントロをモチーフにした「『異邦人』の旅」からスタート。そして、永六

輔、中村八大という昭和の名コンビによる傑作「遠くへ行きたい」（1962年）へ。

さらには、名ギタリスト、タレガ（1852-1909）がフランスの作曲家アラール

（1815-88）のヴァイオリン用練習曲をギター曲に編曲した「アラールの華麗な

る練習曲」と、独自の世界を展開してくれる。

アメリカのジャズ黄金時代を体感する豪華メドレー
　ボブ佐久間はジャズの巨人グレン・ミラー（1904-44）の作品を取り上げる。

トロンボーン奏者、バンド・リーダーとして活躍したグレン・ミラーは戦争の

慰問に出かける途中、飛行機事故で亡くなった。映画「グレン・ミラー物語」

も有名だ。スウィング・ジャズ時代、ビッグ・バンドによるジャズ音楽を完成

させた作曲家であり、「ムーンライト・セレナーデ」は永遠の人気を誇っている。

　そして、前田憲男が登場。元は弦楽四重奏曲第１番第２楽章の「アンダンテ・

カンタービレ」、バレエ音楽「くるみ割り人形」から「花のワルツ」というロ

シアの作曲家チャイコフスキーの名曲を、オーケストラをバックに演奏する。

ピアノも加えたオーケストラ編曲が、どんな風になっているのか、楽しみだ。

　最後にボブ佐久間が三たび登場。シャンソンの名曲「枯葉」などをメドレー

で聴かせてくれたあとに、「大きな古時計」（アメリカの作曲家ヘンリー・クレ

イ・ワークの作品）、ビッグ・バンド・ジャズの名作「Ａ列車で行こう」（ビリ

ー・ストレイホーン作曲）と「シング・シング・シング」（ルイ・プリマ作曲）

を指揮する。1930～40年代のアメリカのジャズの黄金時代を21世紀の川崎で

味わう。それもまた楽しい。

　誰でも知っている名曲というものがあると思います。

それは年代を問わず、誰もが口ずさめる曲で、聴き手

のそれぞれがその曲についての思い出を持っている、

そんな曲です。それはクラシックの名曲に限らず、フ

ランス生まれのシャンソン、アメリカ生まれのジャズ、

日本の歌謡曲の中にもあると思います。そんな名曲を、

美しいメロディを、フル編成のオーケストラで演奏し

たら、どうなるだろう？　そんなことをずっと考えて

いました。

アメリカでは盛んなポップス・オーケストラ
　しかし、日本のオーケストラはなかなかそういう企

画にノってくれない。アメリカでは、例えばボストン・

ポップス・オーケストラに代表されるようなポップス・

オーケストラが至る所にあり、盛んに演奏会を行って

いました。普段はベートーヴェンやマーラーを演奏し

ているボストン交響楽団のメンバーが、週末や夏休み、

クリスマス・シーズンにはポピュラーな音楽を演奏す

るオーケストラに変身する。もちろん編曲もゴージャ

スだし、指揮もボストン・ポップスならジョン・ウィ

リアムズ（映画「スター・ウォーズ」の音楽などで有

名な作曲家）などが担当していました。

　そんなことが日本でもできないだろうか？　その課

題を抱えながら、僕は1995年から名古屋フィルハーモ

ニー・ポップスオーケストラのミュージック・ディレ

クターとして活動を続けて来ました。そのコンサート

	 作・編曲家

� ボブ佐久間

■インタビュー

クラシックのオーケストラが奏でる美しいメロディ
その編曲の魅力を味わってほしい

を重ねる中で、最初は半信半疑だったオーケストラ側

も、ポップス音楽の魅力、そしてクラシック音楽を専

門とするオーケストラがきちんと考えられた編曲で演

奏するおもしろさに目覚めてきたと思っています。コ

ンサートでは、もちろん聴き手の方々の反応もクラシ

ック音楽の場合とは違ってかなりダイレクトに伝わっ

てきます。また、普段はあまりソロをとることがない

楽器やプレイヤーにソロをとってもらうことも多いの

で、プレイヤーのやる気も違ってくる。そんな良い相

乗効果を実感することができました。

大人が楽しめるオーケストラ音楽を
　関東地区では、ポップス・オーケストラとして定期

的な演奏会を行っているオーケストラはまだまだ少な

いようですね。夏休みなどに子ども向けのプログラム

を演奏する機会は多くなっているようですが、いわゆ

るポップス・オーケストラの活動とは、もっと音楽の

種類が多岐にわたっています。今回の読売日本交響楽

団とのコンサートでは、アメリカの黄金時代のビッグ・

バンド・ジャズの世界、シャンソン、そして日本の名

曲などを披露します。３人のアレンジャーの個性の違

いも分かっていただけると思うし、なにより、美しい

メロディをオーケストラ編曲で聴く醍醐味を味わって

いただけたら、とても嬉しいです。
 （取材・文＝片桐卓也）
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