
「くるみ割り人形」から
（牧阿佐美バレヱ団クラス、牧阿佐美バレヱ団）

金平糖	 佐藤かんな
王子	 ラグワスレン・オトゴンニャム
クララ	 須谷まきこ

スパニッシュ	 三宅里奈　田切眞純美
アラブ	 佐伯可南子（学2）　中島哲也
棒キャンディー	 藤森風花（学2）　石田亮一

花のワルツ
　ソリスト	 初鹿れいら（学1）　嶺岸美月（学1）
　コール・ド・バレエ	 岡本麻由　阿部千尋　西山珠里　島津華子

「白鳥の湖」から
（グローバルクラス、東京シティ・バレエ団）

第一幕　王子の居城に近い狩場 から　パ・ド・トロワ
アダージョ	 黒住千裕（学2）　藤井美和（学2）
	 西澤一透（学1）
ヴァリエーション1	 泉水友里（学2）
ヴァリエーション2	 西澤一透（学1）
ヴァリエーション3	 並川花連（学2）
コーダ	 泉水友里（学2）　並川花連（学2）　
	 西澤一透（学1）

第三幕　城内の広間 から
道化	 朝井美菜満（学1）　大川菜々子（学1）
	 岡本茉衣佳（学1）　山田百花（学1）
ナポリ	 伊藤千夏（学1）　鈴木孝太（学1）

※氏名の後に（学1）などの表記付きは学生、その他はバレエ団団員

第二幕　森の奥 湖のほとり から
オデット	 中森理恵
王子	 春野雅彦
ロットバルト	 伊勢幸平（学1）
4羽の白鳥	 名越真夕　松本佳織　飯塚絵莉　石井杏奈
3羽の白鳥	 岡博美　岩淵美希　小林あおい
白鳥たち	 河野麻子　大内麻莉　榎本文　春風まこ　
	 八隅莉子　中村悠里　加瀬裕梨　植田穂乃香

	
「眠れる森の美女」から
（谷桃子バレエ団クラス、谷桃子バレエ団）

オーロラ姫	 佐藤麻利香
デジレ王子	 三木雄馬

リラの精	 嶌田彩恵（学1）
子猫	 町野あゆみ（学1）
長靴を履いた猫	 逸見優（学1）
フロリナ姫
　アダージョ・コーダ	 大野理彩（学2）
　ヴァリエーション	 中村杏奈（学1）
青い鳥	 吉田邑那
赤頭巾	 田中陽由莉（学2）
狼	 門倉祐貴（学2）
マズルカ	 佐古えりな　栗原千帆　塚田七海　平野彩
	 松本未来　大宮涼

＊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：秋山和慶
Kazuyoshi Akiyama, Conductor

1941年東京生まれ。64年に東響を指揮してデビュー。その後40年にわたって、音楽監督・常任指揮者を務
めた（2004年から桂冠指揮者）。アメリカ響やバンクーバー響などの音楽監督として活躍するほか、欧米の
一流オーケストラにも客演。現在は、東響桂冠指揮者、広響音楽監督／常任指揮者、九響桂冠指揮者、中部
フィルアーティスティック・ディレクター／プリンシパル・コンダクターを務めている。ミューザ川崎シン
フォニーホール・チーフアドバイザー。洗足学園音楽大学芸術監督・特別教授。2001年紫綬褒章および旭日
小綬章受章。14年度文化功労者に選出、15年渡邉暁雄音楽基金特別賞を受賞。

■出演者プロフィール　Profile

洗足学園音楽大学
Senzoku Gakuen College of Music

「チャイコフスキー三大バレエ」
■演目　Program	 ※演奏時間は目安です

〈チャイコフスキー／バレエ音楽〉　Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Ballet Music

「くるみ割り人形」から　Excerpts from “The Nutcracker”	 〔30分〕

第二幕　お菓子の国 から
 （牧阿佐美バレヱ団クラス、牧阿佐美バレヱ団）

 ─　 休憩〔15分〕　Intermission (15 min.)	　─

「白鳥の湖」から　Excerpts from “Swan Lake”	 〔30分〕

第一幕　王子の居城に近い狩場 から
　パ・ド・トロワ
第三幕　城内の広間 から
　道化／ナポリ
第二幕　森の奥 湖のほとり から
　ロットバルトのソロ／アダージョ／４羽の白鳥／３羽の白鳥／オデットのソロ／コーダ

 （グローバルクラス、東京シティ・バレエ団）

 ─　 休憩〔15分〕　Intermission (15 min.)	　─

「眠れる森の美女」から　Excerpts from “Sleeping Beauty”	 〔30分〕

第三幕 から
 （谷桃子バレエ団クラス、谷桃子バレエ団）

■開演 18: 30　
■終演予定 20 :40
■出演 指揮：秋山和慶　Kazuyoshi Akiyama, Conductor

 管弦楽：洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団
  Senzoku Gakuen New Philharmonic Orchestra

 バレエ：牧阿佐美バレヱ団、東京シティ・バレエ団、
  谷桃子バレエ団、洗足学園音楽大学バレエコース生
  Maki Asami Ballet, Tokyo City Ballet, Tani Momoko Ballet,  
  Senzoku Gakuen College of Music Ballet Course Students

■会場 　MUZA Kawasaki Symphony Hall

8/4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。 



チャイコフスキー三大バレエは、音楽と技術の宝石箱
　これだけは見ておきたいバレエは何？ と訊かれたら、迷わず「ねむり、くるみ、

白鳥」と答える。すなわち「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」「白鳥の湖」、世

にいう“チャイコフスキー三大バレエ”のことだ。いずれも 19 世紀末に誕生し、

音楽をチャイコフスキーが手掛けているためそう呼ばれている。しかも誰もが一度

は聴いたことのある、バレエ音楽の宝石箱みたいな作品たちでもある。

　同時にこの３作品はすべて、マリウス・プティパ（一部、弟子のレフ・イワーノ

フとの共作）の振付であることも忘れてはならない。二人はこれらの作品に、それ

までにない高度なバレエ技術を用いたパ（形）、ステップを盛り込みバレエの世界

に革新的な進歩をもたらした。

夢いっぱいのお菓子の国「くるみ割り人形」
─牧阿佐美バレヱ団クラス、牧阿佐美バレヱ団
　クリスマスの一夜に繰り広げられるこの物語は、今や 12 月のバレエ界の風物詩

である。少女クララがねずみに襲われたくるみ割り人形を救い、そのお礼に夢の国

へ誘われる。夢の国の描かれ方はいろいろあるが、牧阿佐美バレヱ団が上演するの

は原台本に沿ったお菓子の国だ。

　お菓子の国の女王・金平糖が二人を出迎え、フラメンコをモチーフにしたビター

なチョコレートの踊り、アラビア調のメロディのミステリアスなコーヒーの踊り、

甘くかわいらしい棒キャンディーの踊り、そして美しく優雅な花のワルツと続き、

最後は金平糖と、王子に変身したくるみ割り人形のパ・ド・ドゥ。そして金平糖が

溶けてなくなるように、夢から醒めた少女に新しい朝がやってくる―。

おいしいところ取り !   の「白鳥の湖」
─グローバルクラス、東京シティ・バレエ団
　優美で幻想的な湖のほとりの場面を華やかな宮廷内の場面で挟み、静的・動的両

面の魅力を持つバレエの象徴のような作品である。悪魔ロットバルトによって白鳥

の姿に変えられた姫が、湖のほとりで王子に出会い、王子は愛の誓いを立てて姫を

人間の姿に戻してあげると約束するのだが、花嫁選びの舞踏会で白鳥の姫そっくり

の黒鳥に魅了され裏切ってしまう。

　今回は、この作品の“鍵”となる場面を抜粋し東京シティ・バレエ団が上演する。

まずは第一幕の“パ・ド・トロワ”は王子の３人の友人の踊りだが、はつらつとし

た動きは、若き王子が青春の真っただ中にあることを窺わせる。そんな王子が「妃

を娶
めと

り大人になりなさい」と母君に諭され憂鬱になって気晴らしに出かけるのが、

第二幕の湖の場面。優美な腕の運びと繊細な脚さばきで魅せるオデットのアダージ

ョ、鳥の動きを巧みに表現した４羽、３羽の踊り、そして幽玄な美しさを伴う群舞！　

クラシック・チュチュが一番似合う場面と言っても過言ではない。転じて第三幕、

花嫁選びの舞踏会のシーンは、異国情緒あふれる短い踊りが散りばめられた賑やか

な場面だ。黒鳥の場面などが有名だが、今回は高い技術を持つダンサーに託される

“道化”の踊りと、陽気で女らしい民族舞踊“ナポリ”を抜粋して届ける。

見どころ満載！    「眠れる森の美女」
─谷桃子バレエ団クラス、谷桃子バレエ団
　魔女カラボスの呪いにより 16 歳の誕生日から王国もろとも長い眠りについた姫

が、100 年後に現れた王子のキスにより目覚め、結婚の祝宴で幕、というシャルル・

ペローの原作をベースにした物語だ。

　見どころ満載 ! な作品であるが、なかでも第三幕の祝宴のシーンは楽しいことこ

の上ない。魔女カラボスの呪いの言葉から王国を守ったリラの精、青い鳥、赤ずき

んちゃんや長靴をはいた猫などおとぎ話の主人公たちも駆けつけて、楽しい踊りで

二人の結婚を祝福する。そして最後は王子と姫のグラン・パ・ド・ドゥで豪華絢爛

な結婚式も佳境に入り、幸福感に包まれる。

 　魅力的な作品だけに、後進の振付家が改定を加え上演しているが、今回は谷桃

子バレエ団の今年の新春公演で上演されたエルダー・アリエフ版を、齊藤拓演出の

洗足バージョンとして上演する。

　一度にチャイコフスキー三大バレエの名場面をまとめて観られる機会はそうそう

あるものではない。知識の入り口として、こうした機会を利用できるのは得難い幸

運である。

バレ
エ
の
金
字
塔
と
も
い
え
る
三
演
目
か
ら

極
め
つ
き
の
名
場
面
を
抜
粋

文
＝
浦
野
芳
子

〈会場：ミューザ川崎シンフォニーホール〉

11/23（水・祝）15 : 00 開演

桐朋学園大学（指揮：ジョシュア・タン）
　モーツァルト：ディベルティメント	ニ長調	K.136
　バルトーク：管弦楽のための協奏曲

昭和音楽大学（指揮：渡邊一正）
　チャイコフスキー：交響曲第5番	ホ短調	作品64

12/3（土）15 : 00 開演

国立音楽大学（指揮：梅田俊明）
　R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」作品40

東京音楽大学（指揮：秋山和慶）
　マーラー：交響曲第5番	嬰ハ短調

〈会場：東京芸術劇場 コンサートホール〉

11/20（日）15 : 00 開演

上野学園大学（指揮：下野竜也）
　シェーンベルク：主題と変奏	作品43b　
　ラヴェル：ラ・ヴァルス―舞踏詩

武蔵野音楽大学（指揮：時任康文）
　リムスキー=コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」作品35

東京藝術大学（指揮：高関 健）
　ショスタコーヴィチ：交響曲第8番	ハ短調	作品65

12/10（土）15 : 00 開演

東邦音楽大学（指揮：田中良和）
　ベートーヴェン：交響曲第3番	変ホ長調	作品55「英雄」

洗足学園音楽大学（指揮：井上道義）
　グローフェ：組曲「グランドキャニオン」

全席指定　1 回券　￥1,000
　　　　　通し券（4 公演）  ￥3,000（限定 200 セット）
未就学児童不可　
※各会場の託児サービスをご利用ください（事前申込制、有料）

主　　催：音楽大学オーケストラ・フェスティバル実行委員会
　　　　　東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）
　　　　　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）
問合せ先：ミューザ川崎シンフォニーホール	☎044-520-0200
　　　　　東京芸術劇場ボックスオフィス	☎0570-010-296

【公演のご案内】

 第７回　音楽大学オーケストラ・フェスティバル2016


