
東京藝術大学 130 周年記念（スペシャル・プログラム）

明治23年落成の東京音楽学校校舎（大学史史料室所蔵）

主催：東京藝術大学演奏藝術センター・東京藝術大学
協力：東京藝術大学大学美術館・戦没画学生慰霊美術館「無言館」・野見山暁治財団

シンポジウム「戦時下の東京音楽学校・東京美術学校～アーカイブ構築に向けて」
11：00～13：00（10：30開場）　東京藝術大学音楽学部内第6ホール（入場無料）

2017年7月30日（日）

トークイン・コンサート「戦没学生のメッセージ」
14：00開演（13：15開場）　東京藝術大学奏楽堂（大学構内）（有料）

戦没学生のメッセージ
～戦時下の東京音楽学校・東京美術学校～戦時下の東京音楽学校・東京美術学校



2

ご挨拶

昭和18年11月　東京音楽学校仮卒業式（大学史史料室所蔵）
最後列右から3番目が村野弘二さん、4番目が鬼頭恭一さん

アーカイブの未来へ向けて

　本日は、東京藝術大学 130 周年記念スペシャル・プログラム「戦没学生のメッセージ～戦時下の
東京音楽学校・東京美術学校」にお越しいただき、誠にありがとうございます。
　今年、東京藝術大学はその前身である東京音楽学校、東京美術学校の創設 ( 明治 20/1887 年 ) から
130 年目の記念の年を迎えています。本学には 130 年の年月の間に蓄えられた文書だけではなく、
教員や学生らが残した作品など、数多くの資料が存在します。本日のプログラムは、東京藝術大学音楽
学部大学史史料室、美術学部教育資料編纂室が継続してきた資料の調査・発掘の成果を踏まえ、戦没
音楽学生によって遺された譜面を実際に音として再現するものです。
　その実現までには、音楽学部大学史史料室、美術学部教育資料編纂室の教員らが長年にわたり、力を
尽くしてまいりました。アーカイブの重要性は誰しもが認めるところですが、限られた予算の中では、
残念ながら活動が立ち遅れているのが現状であり、課題の一つでもありました。しかしこの度、クラ
ウドファンディングという新しい手法を活用し、一般の皆様へのご理解とご協力をご提案いたしまし
たところ、多数のご支援を賜り、この企画の実現に至りました。
　多くの皆様のお力添えの御陰で、本学における将来のアーカイブ構築に向けての第一歩を記すことが
出来ましたことに、改めて心より御礼申し上げます。本日は本公演を心ゆくまでお楽しみください。

東京藝術大学学長　澤　和樹
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戦没学生の作品を演奏することの意味

　本日は東京藝術大学 130 周年記念スペシャル・プログラム「戦没学生のメッセージ～戦時下の東京
音楽学校・東京美術学校」にお越しくださいまして、ありがとうございます。今回は、アーカイブの
未来を考えるシンポジウムと、図らずも戦争で命を落としてしまった東京音楽学校の学生の作品を
演奏するコンサートを同時に開催するものです。両者は一見無関係のように見えますが、アーカイブ
というのは簡単に言えば、資料を調査し活用することですから、その意味で戦没学生の消息を明らか
にすることはまさにアーカイブ活動の一環に他なりません。
　今回演奏される戦没学生の作品は、いずれも学生時代に書かれたものであり、完成度という点から
みれば未熟かもしれません。しかしそこには、一様に彼らの真摯な思いが込められています。この私も
一つの作品ととらえて演奏いたしますので、皆さまにおかれましても、そこから伝わってくるメッセー
ジをくみ取っていただければ幸いに存じます。

東京藝術大学音楽学部長　迫　昭嘉

アーカイブの重要性

　本日、奏楽堂のホワイエに 5点の油絵が展示されています。いずれも本学大学美術館が所蔵する、
東京美術学校の油画科専攻の学生が描いた自画像ですが、その作者にはある共通点があります。それ
は、彼らが学業半ばで繰上げ卒業し、出征して戦死しているという事実です。戦没画学生の作品は、
本学名誉教授で洋画家の野見山暁治氏が、窪島誠一郎氏とともに設立した戦没画学生慰霊美術館
「無言館」で見ることができます。しかし音楽については、そうした施設はありません。その意味で、
音楽については門外漢の私にとっても、本日の演奏会は大変興味深いものです。
　また今回の演奏会をきっかけに、大学としてのアーカイブ活動をサポートする「友の会」が誕生する
と聞いています。本学には多くの貴重な資料が眠っていますが、それらを有効に活用するためには、
美術・音楽を問わず、一致協力してアーカイブ構築を目指して行くことが大切です。皆さまのご支援を
お願い申し上げます。

東京藝術大学美術学部長　日比野 克彦
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報告①　「学徒出陣」とは何だったのか　　　　　　　　　　　　　　　  西山　伸
　戦時下のよく知られた出来事である「学徒出陣」については、近年いくつかの大学において本格的な
調査が行われるようになったが、研究としてはまだ緒についたばかりと言える。本報告では、最近の「学徒
出陣」調査研究について、その成果や今後の課題などについて紹介する。また、今われわれが「学徒出陣」
を調査研究する意義についても合わせて考察したい。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 佐藤 道信　
　近年、美術資料の収集・分類・整理の議論が、「ドキュメント」から「アーカイブ」へと移行してきた
背景に、モノ作品から記録資料へという現代美術の記録のあり方の変化が一因としてあること。戦時下の
美術資料の状況もじつはこれに近いこと。また戦時下、戦争関連の美術や歴史が、どのように展示されて
いるのかを、諸事例から比較してみたいと思う。　　　　　

 　 橋本 久美子　
　一昨年の戦後 70年を期に、大学史史料室では依頼により東京音楽学校の「出陣学徒」2名の在学中の
文書記録を追った。そこから在学中徴集の実態解明と戦時下の音楽教育や演奏活動の検証に向けた記録
調査が始まった。現状報告と併せ、新たに収集される情報や音源を含む多様な記録・記憶を蓄積し活用
する、知と文化の拠点としてのアーカイブを考えたい。「学徒出陣」の調査を事例に、大学のアーカイブズ
の役割と可能性についてもふれる。　　　　　

シンポジウム

「戦時下の東京音楽学校・東京美術学校～アーカイブ構築に向けて」

2017年7月30日（日）　11：00～13：00（10：30開場）
東京藝術大学音楽学部内第6ホール

　　　　　　司会：吉見 俊哉（東京大学大学院情報学環教授）
　パネリスト：西山　伸（京都大学大学文書館教授）

　　　　　　　　　　　　  　　　　佐藤 道信（東京藝術大学美術学部芸術学科日本美術史教授）
　　　　　　　　　　　　　　  橋本 久美子（東京藝術大学音楽学部大学史史料室講師）

報告②　日本美術史から見た戦時下の記録

報告③　東京音楽学校における「学徒出陣」の記録と大学アーカイブズ 
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吉見 俊哉
　
　21 世紀がデジタル知識基盤社会の時代であることは、誰もが知っている。ビッグデータやAI、IoT を
はじめ、データサイエンスに巨大な国家予算が投入され、文系諸学部の困窮などまるで嘘のようである。
そして、これらの技術を基盤に新しい商用アーカイブも数多く生み出され、新聞、雑誌や放送のデジタル
媒体への移行も急展開している。明らかに 21世紀には、15 世紀末のグーテンベルクの活版印刷以来の
巨大な知識基盤の革命的変化が生じているのであり、もはや紙は人類の知的な営みの主要な媒体では
なくなりつつある。
　こうしたなかで、紙の文書の保存と活用を主業務としてきた文書館と抬頭するデジタルアーカイブは
どのような協働を実現していく体制を築いていくことができるだろうか。とりわけこの問いは、大学アー
カイブにとって喫緊の課題である。なぜなら大学は、過去の膨大な文書資料が集積する組織だが、近年
では多くの意思決定が電子的な仕方でなされている。また、大学が抱える膨大な歴史資料や研究資料を
紙だけでなくデジタルでどのように蓄積し、共有化し、新たな仕方で利活用していくかという課題がある。
さらに、デジタル化のなかで図書と図書以外の資料の境界線が曖昧になりつつあり、諸々のアーカイブ
機関の統合的発展が期待されている。とりわけ東京藝術大学のような大学では、音楽の楽譜や音源から
演奏や美術作品に関する諸資料、映像記録、設計図など、通常の図書資料には含まれない膨大な記録資料を
保持しているはずだ。それらの資料を広くくまなくデジタル化し、公開していくだけでなく、新たな
教育や創造に活用していくことが肝要である。
　今回のシンポジウムでは、戦没学生の記録がテーマだという。だが、これはあくまで大学文書館とアー
カイブの未来を考えるための一つの事例としたい。本シンポジウムで論じられるべきなのは、21世紀の
大学が、過去の学生や教職員、大学でなされてきたことの記録をいかに扱い、生かしていくことができ
るのかという課題である。戦没学生と同じように、1950 年代から 60年代にかけて学生運動に参加して
いった学生たちの足跡もテーマにできるし、60年代末の紛争で大学がいかに叛乱する学生たちと対した
のかもテーマとなろう。そうした記録と検証を重ねることで、私たちは大学とは何か、未来の大学に
おいて学生と教職員はいかなる関係を結ぶべきなのかを構想していくことができる。

大学文書館とデジタルアーカイブ
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司会者/パネリストプロフィール

西山　伸 Shin Nishiyama
1993 年京都大学大学院文学研究科単位取得退学。同年京都大学助手となり、『京都大学百年史』編
集に従事。2001 年京都大学大学文書館助教授、2012 年同教授。専門は日本近現代史、最近は学徒
出陣を中心とした戦時期の高等教育機関について研究。主な共著・論文は、『学校沿革史の研究』（野
間教育研究所、2008・2013・2016）、「徴集猶予停止に関するいくつかの問題について」（『京都大
学大学文書館研究紀要』第 14号、2016）など。

佐藤 道信Doshin Sato
1956 年秋田県生まれ。近代日本美術史。東北大学大学院文学研究科修士課程修了。1981年板橋区
立美術館、1982 年東京国立文化財研究所を経て、1994 年東京藝術大学勤務。現在同教授。1985
～ 86 年の在米近代日本美術調査を経て、日本・欧米間の「日本美術（史）」観のギャップ、近現代
日本の「美術」の制度研究を行う。主要著書に『＜日本美術＞誕生』（講談社、1996）、『明治国家
と近代美術』（吉川弘文館、1999）、『美術のアイデンティティー』（同、2007）、『美術の日本近現
代史』（共編著、東京美術、2014）など。

橋本 久美子Kumiko Hashimoto
東京藝術大学音楽学部楽理科および同大学院音楽研究科修士課程（音楽学）修了。非常勤講師（大
学史史料室）。日本近現代音楽史、アーカイブズ学。『東京芸術大学百年史』音楽篇全 6巻（1987
～ 2004）の編集を経て、近現代日本に照らした東京音楽学校の再検証を行っている。『ピアニスト
小倉末子と東京音楽学校』（共著 2011）、「乘杉嘉壽校長時代の東京音楽学校 昭和 3年～ 20年：そ
の建学の精神の具現化と社会教育論の実践 1－ 4」（2007 ～ 2013）など。

吉見 俊哉 Shunya Yoshimi
1957 年、東京生まれ。東京大学大学院情報学環教授。同教養学部教養学科卒業。同大学院社会学
研究科博士課程単位取得退学。社会学・文化研究・メディア研究専攻。2006 ～ 08年度に東大大学
院情報学環長・学際情報学府長、2009 ～ 12 年度に東大新聞社理事長、2011 ～ 14 年度に東大副
学長、同教育企画室長、同グローバルリーダー育成プログラム推進室長、2010 ～ 13年度に東大大
学史史料室長、2017 年より東京大学出版会理事長等を歴任。集まりの場でのドラマ形成を考える
ところから近現代日本の大衆文化と日常生活、文化政治を研究。主な著書に、『都市のドラマトゥル
ギー』（河出文庫）、『メディア時代の文化社会学』（新曜社）、『カルチュラル・スタディーズ』（岩波
書店）、『万博と戦後日本』（講談社学術文庫）、『ポスト戦後社会』（岩波新書）、『夢の原子力』（ちく
ま新書）、『「文系学部廃止」の衝撃』（集英社新書）、『大予言』（集英社新書）など。
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現在は過去の上に、過去は現在の上に成り立っている

東京藝術大学音楽学部音楽総合研究センター長　大角 欣矢

　「現在は過去の上に成り立っている」というのはわかりやすい。我々の現在の知識も生活も、すべては
先人たちの営為の積み重ねの結果であり、過去の過ちから学ぶことも含めて、今日の我々の存在は、過去の
歴史にその多くを負っている。
　一方、「過去は現在の上に成り立っている」とは一体どういうことだろうか。現在の我々が過去の出来事を
知ることができるのは、それぞれの時代にそれぞれの「現在」を生きた人々が、残すべき記録を残してくれた
からである。もちろん、偶然の成り行きで残ってきたものも多いが、出来事が歴史の闇に葬り去られ
ないよう、意識的に努力した人々の存在を忘れることはできない。逆に、不都合な記録を消し去ろうとする
動きもあるから、そうした不公正な動きに抵抗することも含めて、「過去」を残すことは、その都度の「現在」を
生きる人々にとって、「未来」に対する大きな責任であり、使命である。
　このように、アーカイブとは、過去へのノスタルジーに浸るためのものではなく、余裕がある時にだけ
やればよいというものでもない。「アーカイブ」という言葉は、元をたどれば、ギリシャ語で「根源」を
意味する「アルケー」に行き着く。我々とはそもそも誰なのか、どんな来歴を経て今日の我々があり、
だからこれからどうして行くべきなのか。アーカイブはそのような、我々の現在と未来に関わる根源的な
問いに答えるための、不可欠のインフラなのである。

門外漢ではいられない

東京藝術大学音楽学部楽理科教授　土田 英三郎

　本日のプロジェクトを発想するにあたって直接のきっかけとなったことは沢山あります。まず、昨年の
５月に「自由と平和のための東京藝術大学有志の会」が催した「画学生たちからの伝言」（戦没学生を偲ぶ
小演奏会と無言館館主窪島誠一郎氏の講演）、音楽学部大学史史料室の橋本久美子氏が科研費をとって
始められた戦時中の音校生の調査、数年前から本学で戦没学生の音楽作品の演奏が少しずつ行われてきた
こと、そして同僚の大角欣矢氏の呼びかけで始められつつある本学全体でのアーカイブ活動の促進運動、
さらに総合プロデュースのエキスパートである演奏藝術センターの大石泰氏の存在。
　私も藝大百年史に多少とも携わり、音楽研究センター（当時）で「藝大サウンド・アーカイブ」を開始し、
百年史では未調査だった事務史料や購入図書・楽譜資料の楽理科による調査に名を連ね、図書館の責任者を
務めた経験等から、常々、大学におけるアーカイブの重要性を強く感じていました。今回は「戦没学生」の
ごく一部の方々が取り上げられますが、これはほんの始まりにすぎず、本来は音校、美校、やがては
映像を含めた、藝大の歴史全体にかかわる史料の発掘・調査・公開を視野に入れるべき活動です。戦時の
こととなれば、本学以外の全ての藝術学徒や教育者も対象となり得ます。私は現在、組織上では関連委員会に
所属してはいませんが、音楽史学を担当する一教員として、できるだけ協力を惜しまないつもりでおります。
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2017年7月30日（日）　14：00開演（13：15開場）　東京藝術大学奏楽堂（大学構内）
司会・進行：大石　泰（東京藝術大学演奏藝術センター教授）

トークイン・コンサート

「戦没学生のメッセージ」

M-1　葛原　守　　　　　　　歌曲《犬と雲》（西條八十詩）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ten：澤原 行正 /Pf：松岡 あさひ

M-2　葛原　守　  　　　　　  歌曲《かなしひものよ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　Sop：金持 亜実 /Pf：松岡 あさひ 

M-3　葛原　守　　　　　　      オーボエ独奏曲（無題）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　Ob：河村 玲於 /Pf：小鍛冶 邦隆

トーク①「戦時下の「記録」と「記憶」を未来へ」（東京藝術大学音楽学部大学史史料室講師：橋本 久美子）　　　　　

M-4　鬼頭 恭一　　　　　　　《鎮魂歌》
                                                                                                          　　　　　　　 Org：中田 恵子  

M-5　鬼頭 恭一　　　　　　　無題（アレグレット ハ長調）
                                                                                                           Vn：澤　和樹 /Pf：迫　昭嘉

トーク②「戦時下の作曲教育」（東京藝術大学音楽学部作曲科教授：小鍛冶 邦隆）

M-6　鬼頭 恭一　　　　　　   歌曲《雨》（清水史子詩）
                                                                                                         Mez：永井 和子 /Pf：森　裕子

M-7　草川　宏（信時潔監修）　《級歌》（一色範義詞／風巻景次郎監修）
                                                                                  Cond：千葉 芳裕 /学生・卒業生有志コーラス

金持 亜実　大森 彩加　朝倉 麻里亜　横瀬 まりの 

須澤 尊信　井上 大聞　松下 真　川田 直輝 　高崎 翔平

Part1　戦没学生のメッセージ①～葛原&鬼頭

Part2　メッセージ・トーク



9

クロストーク「戦争体験者の声を聴く～現役学生との対話」
ゲスト：大中　恩（作曲家）　野見山 暁治（洋画家）

東京藝術大学学生・卒業生有志 : 有吉 祐仁郎　神原 颯大　久野 飛鳥（以上作曲科 2年）
矢野 佑貴（油画科修士 2年）　笹川 治子（先端芸術表現科卒業）

M-8　大中　恩　　　　　　  歌曲《幌馬車》（西條八十詩）
                                                                                                         　 Ten：澤原 行正 /Pf：松岡 あさひ

-休憩-

M-9　草川　宏　　　　　　  歌曲《黄昏》（島崎藤村詩）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bar: 田中 俊太郎 /Pf：松岡 あさひ

トーク③「草川宏さんの日記」
朗読：金持 亜実

M-10 草川　宏　 　　　　　 歌曲《浦島》（島崎藤村詩）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ten：澤原 行正 /Pf：松岡 あさひ

M-11 草川　宏　　　　　　   《ピアノソナタ第 1番》
　　   　　　　　　　　　　　Ⅰ　Allegro con brio　　　　Ⅱ　Adagio espressivo
　　　　　　　　　　　　　　Ⅲ　Scherzo, Presto　　　　 Ⅳ　Rondo, Allegro
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pf：秋場 敬浩 

M-12 村野 弘二　　　　　　 歌曲《君のため》（宗良親王）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Bar: 田中 俊太郎 /Pf：松岡 あさひ

M-13 村野 弘二　　　　　　 歌曲《この朝のなげかひは》（大木惇夫詩）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Bas: 高崎 翔平 /Pf：松岡 あさひ

M-14 村野 弘二　　　　　　 歌曲《重たげの夢》（三好達治詩）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bar：田中 俊太郎 /Vc：成田 七海 /Pf：松岡 あさひ

M-15 村野 弘二　　　　　　 オペラ《白狐》（岡倉天心台本）より第二幕〈こるはの独唱〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mez：永井 和子 /Pf：森　裕子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

Part3　戦没学生のメッセージ②～草川&村野
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葛原　守　Mamoru KUZUHARA

作曲者プロフィール＆曲目解説 (橋本 久美子 )

大正11（1922）年 10月 22日東京生まれ。府立第五中学校（現都立小石川中等教育学校）
で声楽家・寶井眞一に学ぶ。昭和 15（1940）年予科入学。翌年本科器楽部ピアノ
専攻に進む。予科で田中規矩士、本科で豊増昇に師事。レッスンは週 2回あり、同期
の中田喜直と同門であった。同 17 年 11 月第 142 回報国団演奏会にてフランク《交
響的変奏曲》を豊増昇の伴奏で独奏し、翌 18 年 9 月卒業演奏会にてショパン《幻
想曲ヘ短調》Op.49 を演奏し、繰上げ卒業。翌年 3月応召、フィリピンで罹病し、昭
和 20年 4月 12 日台北陸軍病院円山臨時分院にて戦病死。父は教育家で童謡詩人の葛
原しげる。4歳上の兄丘

たかし

は真珠湾攻撃参加後、珊瑚海海戦で同 17 年 5月 8日戦死。
しげるの兄保

たもつ

も明治 37（1904）年 6月 14日日露戦争で戦死した。

葛原安子氏提供

【曲目解説】
歌曲《犬と雲》
　西條八十作詞。《犬と雲》の譜面は同じ五線ノートに 2種類存在する。先に書かれた譜面に鉛筆で音符
が書き込まれ、それが次の譜面では書き直されているが、2回目の方にも新たな修正が書き込まれている。
修正が本人の筆跡なのか、2回目の修正を以て完成なのか断じ難い。作曲年不明だが、すでに昭和 12年
には同じ詩に作曲した橋本國彦の合唱曲が出版されている*ことから、作曲課題であった可能性が高い。
平成 15（2003）年 4 月 6 日、長野県上田市の信州音楽村「ホールこだま」にて、戦没音楽学生慰霊
音楽館設立準備委員会および財団法人信州国際音楽村主催「第一回戦没音楽学生慰霊のコンサート」にて
安達寛子のソプラノ、関圭子のピアノにより演奏された。
　*『音楽四』乘杉嘉壽編、帝国書院、1937 年。師範学校、高等女学校、實業学校の音楽教科用の全 5冊。

歌曲《かなしひものよ》
　作曲時期不詳。歌詞は今のところ自作ではないかと考えられている。楽譜より歌詞をおこす。「かなし
ひものよ／わかれとは／山の桜は／今朝云ふた／かなしひものよ／わかれとは／浦のそよ風／夕べ云ふ
た／だからあなたよ／浜に行かふ／かなしひものよ／わかれとは」。葛原がレッスンに持参した几帳面な
譜面に比べると、《かなしひものよ》は下書きか構想メモのようにも見える。しかしその旋律はオーボエ
作品 2曲にも現れ、この曲が作曲者にとって何か大事な存在であったのだろうと推測される。平成 26
（2014）年 11月 23日、福山市神

かんなべちょう

辺町の「第39回神辺音楽祭」にて村上彩子のソプラノ、佐藤恵美子の
ピアノにより演奏された。

オーボエ独奏曲（無題）
　オーボエとピアノの作品。作曲者はどのようなタイトルを思い巡らしていたのだろうか。表紙には「～
［　　　　］～ (Oboe 独奏曲 )」、「本科二年 葛原守」とある。葛原が本科 2年生になった 5月、兄丘

たかし

は
戦死する。抗

あらが

えない死が身近にあった。作品の素材は《かなしひものよ》の歌の旋律やピアノの間奏等
にも見出され、旋律の断片による変奏も試みている。太い鉛筆書きの修正とともに「橋本」の印が押さ
れ、橋本國彦の助言を垣間見ることができる。今回の演奏では、教員による修正後の状態を基本とし、
判読困難な場合のみ葛原の原案を採用している。同上「第 39回神辺音楽祭」にて横田幸恵のオーボエ、
佐藤恵美子のピアノにより演奏された。

謝辞 葛原安子様（守様令妹）からの資料と情報提供､ また眞様（安子様長男）のご協力を頂きました。安子様は
平成 15年信州のコンサートで取材されるまで約 60年間、二人の兄の思い出も遺品も封印してこられたそうです。
謝辞 葛原安子様（守様令妹）からの資料と情報提供､ また眞様（安子様長男）のご協力を頂きました。安子様は
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鬼頭 恭一　Kyoichi KITO

【曲目解説】
《鎮魂歌》
　「正宏君の英魂に捧ぐ」との献辞がある。鬼頭と同い年で仲良しの従兄弟・佐藤正宏（大正 11（1922）
年 3月 10 日～昭和 17（1942）年 2月 24 日）は、昭和 15 年秋に陸軍士官学校に進み、ビルマのシッ
タン河付近でラングーン攻略作戦の前、中尉として部下 6人を伴い将校斥候に出て敵と遭遇、戦死した。
作曲は鬼頭の東京音楽学校入学前後と見られる。ヘ長調、楽器指定のない、コラール風の 17小節の曲で
ある。Adagio（ゆっくり）、Grazioso（優美に）、Espressivo（感情をこめて）、dolce（やさしく）は
そのまま作曲者の思いと曲の表情である。楽譜は東京の佐藤家にあり焼失を免れた。靖國神社遊就館蔵。

無題（アレグレット ハ長調）
　「Allegretto〔♩ = 約 60〕」、無題。旋律楽器とピアノのための三部形式の作品。「19.7.6 築城航空隊
にて」。昭和 19 年春、三重海軍航空隊から築城海軍航空隊に移った鬼頭は、東京音楽学校で出会った
讃井智恵子と偶然再会する。讃井は家族ぐるみで築城空の近くに疎開し、築城空に理事生として勤務
していた。鬼頭は日曜日の外出時に讃井家でピアノを、あるいは近くの小学校でオルガンを弾いたと
いう。仲間の思い出には、訓練の合間にも五線紙に向かい、軍歌演習では 200 人の同期生の輪の中に
立ち、一節ずつ歌って指揮し総員を先導する鬼頭の姿が伝えられている *｡
* 代田良「惜別の譜」（『貴様と俺--海軍第一期飛行専修予備生徒会編』1976､ 156 ～ 159 頁）

歌曲《雨》
　「2604.10.30 ～ 2604.11.3 完成 築城空にて」。皇紀 2604 年は昭和 19（1944）年で、「アレグレット」
と同年の作品。詩と作詩者については、当時の婦人雑誌に投稿された和歌山県の読者の詩という以外、
未詳である。小雨がけむり橘のかおる初夏、南に散った「ますらを」の形見が女性のもとに届く。詩では
その哀しみが抑制された言葉に託される。だが歌曲《雨》は、清らかな初夏の情景に、女性の哀しみ
を劇的に歌い上げる。「《カルメン》のような血のかよった人間的なオペラが書きたい」と妹に語った、
オペラ作曲家鬼頭の片鱗が見えるだろうか。昭和 50 年９月三宅悦子のソプラノと佐藤明子のピアノで
録音され、平成27年 7月本学オープンキャンパスのリハーサルにて本日と同じ永井和子と森裕子により
演奏され、同年 8月名古屋のコーラスグループ「ココロニ」演奏会で成

なり た な な か

田七香のソプラノと重
じゅうさ

左恵
え り

理の
ピアノにより公開初演された。靖國神社遊就館蔵。

謝辞 佐藤正知様（正宏様令弟）、佐藤明子様（恭一様令妹）より資料ご提供とご教示、鬼頭正明様（甥御様）、
讃井優子様（智恵子様御子息嫁御）、岡崎隆様のホームページ「日本の作曲家たち 10」からも情報をいただきました。

大正 11（1922）年 6月 10 日愛知県生まれ。昭和 17 年 4 月東京音楽学校予科入学。
翌 18年 4月本科作曲部に進む。作曲を信時潔、理論を橋本國彦、ピアノを水谷達夫に
師事、レッスンはいずれも週 2回であった。10月在学徴集延期臨時特例により学生の
徴兵延期措置が撤廃され 11 月 15 日仮卒業（休学）。12 月大竹海兵団に入団、三重
海軍航空隊、築城海軍航空隊を経て霞ヶ浦海軍航空隊で昭和 20（1945）年 7月 29日、
開発中の日本初の液体燃料ロケット戦闘機「秋水」の飛行訓練中、同僚からの伝聞では
突然前方をヘリコプターが通過し搭乗機が掩体壕に激突、殉職した。裕福な酒問屋に
生まれたがピアノはなく、両親にも内緒で東京音楽学校を受験した。実家は空襲で焼失し、
東京で空襲を免れた譜面と鬼頭が配属先で所持した音楽帳などが残された。

佐藤明子氏提供

※妹明子氏によれば、鬼頭家に兄の遺骨とともに大勢が弔問に訪れた翌日、一人の戦友が訪れ、「禁
じられたことだが、ヘリコプターが前方を横切ったのを避け、機体は掩体壕に激突した」と伝えた
という。当時の霞ヶ浦航空隊については現在調査中。

謝辞 佐藤正知様（正宏様令弟）、佐藤明子様（恭一様令妹）より資料ご提供とご教示、鬼頭正明様（甥御様）、
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草川　宏　Hiroshi KUSAKAWA

【曲目解説】
《級歌》
　混声四部合唱。謄写版印刷。「活発ニ力強ク」。「一

いっしきのりよし

色範義作詞・風巻先生監修　草川宏作曲・信時先生
監修」。昭和 15 年入学生にはまだ学生らしい日々もあったことを想像させる曲。一色は草川と同期の
トランペット専攻だが、昭和17年8月末病気のため退学するので、それ以前の作曲であろう。風巻景次郎
は国文学者で国語教員、信時潔は草川の恩師。同じ楽譜が葛原守の遺品からも見つかっているが、草川の
楽譜にのみ伴奏かオブリガートの書き込みがある。伴奏譜はないが楽器を加えて歌われたのだろうか。

歌曲《黄昏》
　詩は島崎藤村詩集『落梅集』（明治 34年）より。譜面の日付「2604.5.4 作」は、召集の一ヶ月前である。
日記には、昭和 19年 5月 5日「〈黄昏〉完成」、同月 18日「難波さんから今日学校で僕のリードを明日
見せて呉れと頼まれたので、一日掛かつて〈浦島〉と〈黄昏〉を清書した」。日記で名前に「さん」を付
けるのはたいてい上級生である。令弟誠氏によれば、「難波さん」は従兄啓と同期声楽部の難波千鶴子で、
宏氏の曲を気に入っていたとのこと。草川は《黄昏》の演奏を聴いたのだろうか。静けさの中に感動を
こめた美しい歌曲。

歌曲《浦島》
　詩は『落梅集』による。日記によれば、昭和19年１月７日、選んだ詩について信時潔から褒められ、助
言を受ける。３種類の譜面のうち清書と思われるものに「2604.3.9 作」とあり、翌10日の日記に、信時
より「感じは相当出て居る」「併し声楽の技巧上から云つて、余りにも立て続けて唱はせるので演奏上難渋
を感じさせられるから、ブレスと云ふ点に一段と留意して声楽曲は作らなければならぬと御注意を受けた」。
言葉に合わせた変拍子、物語に呼応する転調、語り手と浦島と乙姫の一人三役など、様々な挑戦が盛り込
まれる。歌曲は他に、《秋に隠れて》《蟹の歌》（以上､ 藤村）、《晩秋》（三木露風）、《星と花》（土井晩翠）
が現存する。

《ピアノソナタ第 1番》
　第 1 楽章 Allegro con brio ヘ長調、第 2 楽章 Adagio espressivo 変ロ長調、第 3 楽章 Scherzo, 
Presto ヘ長調、第 4楽章 Rondo, Allegro ヘ長調。4楽章構成で 30 頁に及ぶ意欲作。「本一の作、昭和
16年」と記されるが、演奏されたかどうかは不明。草川の作品が東京音楽学校の演奏記録に上る最初は、
昭和 18年 2月 6日の第 143 回報国団演奏会で、《スケルツォ》と《ロンド》が 4年先輩の大島正泰の
ピアノにより演奏された。《ソナタ第１番》の第 3楽章｢Scherzo｣、第 4楽章｢Rondo｣とは別の曲である。

謝辞「生まれてきて一番良かったと思うことは、兄貴と会えたこと」と草川誠様（宏様令弟）は仰います。宏様の
人となりや学友に関する数々の貴重な情報提供とともに、楽譜、日記、在学中のノート等をお預けいただきました。

 

大正 10（1921）年 10月 28 日東京生まれ。昭和 15（1940）年 4月東京音楽学校予科
入学（作曲は草川 1名）。翌年 4月本科作曲部。信時潔、下總皖一、橋本國彦、H. フェ
ルマーに学び､ 同 18 年 9月繰上げ卒業、研究科で指揮法も学ぶ。卒業作品《奏鳴曲
イ長調》が大島正泰により演奏された。同 19年 6月 15日入隊。翌 20年 6月 2日フィ
リピン・ルソン島バギオにて戦死。演奏可能な 20 数曲が確認される。独唱と重唱と
ピアノの50頁におよぶ《昭

しょうなんたいにゅうじょう

南島入城祝歌 *》には管弦楽の楽器指定もあり、カンタータ
の構想が見える。日記には、島崎藤村の歌曲集を出版したい、召集令状に感激で胸が
一杯になった等と綴られる。父草川信（作曲家）、その長兄草川宣雄（オルガン､ 理論､
教育）、三兄草川友忠（ヴァイオリン､ 作曲）は同校甲種師範科卒、従兄草川啓は作曲部
の 2年先輩。　　*昭南島 : シンガポール。

草川誠氏所蔵
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村野 弘二　Koji MURANO

【曲目解説】　

歌曲《君のため》
　謹作宗

むねなが/むねよししんのう

良 親 王、謹曲村野弘二。「昭 17.12.8.TOKYO」。予科時代の作品。鎌倉時代後期から南北朝
頃の皇族（1311 ～ 85）の御歌「君のため世のためなにか惜しからむ捨てゝかひある命なりせば」による。
当時の信時潔は自身も明治天皇御製などに作曲し、学生にも御製や古今和歌集から作曲課題を出題した。
《君のため》はそうした背景を想起させる。SP盤に村野自身の歌唱が、同期の髙橋美代子のピアノ伴奏
により録音された。SP 音源は、以下 3曲とあわせ、http://www.asahi-net.or.jp/~uw7a-mrn/KojiMurano/
にて試聴可能。

歌曲《この朝のなげかひは》
　「昭 18.4.10 作曲　昭 18.4.25 改作　TOKYO」「Lento, tranquillamente（緩やかに、静かに）」。大木
惇夫（1895 ～ 1977）の詩集『風・光・木の葉』（1925）所収「秋の瞳」の一篇。「なげかひ」に深く
感応した 19 歳の村野は、音楽が詩に対して何ができるかをすでに感得していたのだろう。果てしなき
嘆きを、ゆるやかな下行音階に写して和声の色彩的変化に包み、静かに、どこまでも深く沁ませていく。
2年先輩の畑中良輔の独唱と村野自身のピアノ伴奏で録音されている。

歌曲《重たげの夢》
　独唱、チェロ又はヴァイオリン、ピアノのために。詩は三好達治の詩集『一

いってんしょう

點鐘』（昭和 16年）所収「海
六章」の一篇。「Lento（緩やかに）♪=72～76」「sempre cantabile（いつも歌うように）」。清書のほか、チェ
ロのパート譜、1オクターブ高いヴァイオリンのパート譜、他にも複数の譜面がある。ピアノのゆるや
かなうねりにチェロが誘われ、「重たげの夢はてしなくうつうつと眠るわたつみ」と歌う。録音は 2年先
輩の戸田敏子の独唱、1年先輩の井上みどりのチェロ、村野自身のピアノによる。作曲年月日不明。

オペラ《白狐》より第二幕〈こるはの独唱〉
　《白狐》は、岡倉天心原作の英文オペラ台本（1913）で、村野は清見陸郎訳『白狐--音楽を伴ふ三幕の
妖
フェアリードラマ

精 劇』（1939）を歌詞に用いた。阿倍野の領主・保
やす な

名の妻の留守に、狐「こるは」が妻の姿で保名
と幸せに暮らすが、本物の妻が戻り、こるはは置き書きを残し、去る。第二幕〈こるはの独唱〉はこるは
が命の恩人・保名を救うため人の姿にかえてほしいと月に祈る場面。日本的な旋法がドビュッシー風の
和声に乗せて歌われる。作曲年代不明。現存するのは「Act Ⅱ」の 27 ～ 37 頁と「extra」「Act Ⅱ .37
より続く」と記された終結1頁である。「出陣学徒出演演奏会」に〈こるはの独唱〉を単独で演奏するため
終結部を補作したものと見られ、結果的に《白狐》のこの部分だけが作曲者の手元に留まり、焼失を
免れた。SP盤は戸田敏子と髙橋美代子の演奏による。

謝辞 中林敦子様（弘二様の姪御様）より楽譜および資料等について多くのご教示・ご提供いただきました。
Wikipedia「村野弘二」項目の編集、Facebook 等における楽譜画像や音源の公開に対しても併せて御礼申し上げます。

大正 12（1923）年 7月 30 日兵庫県生まれ。父貞朗の手記「弘二の死を知って」に
よれば、村野は中学三年生頃、独学で作曲に熱中し始めた。受験準備中に島崎藤村作
詩《小兎の歌》《秋はむなしうして》など作曲、昭和 17（1942）年東京音楽学校予
科入学。作曲を下總皖一（村野は團伊玖磨と同期・同門）、理論を橋本國彦、ピアノを永
井進に師事。本科 1年の秋、学生の徴兵延期措置が撤廃され 11月 15 日仮卒業（休
学）。校内の「出陣学徒出演演奏会」にて「葛の葉の伝説による歌劇《白狐》第二幕
白狐「こるは」の独唱」の作品発表を行い､ 自作数曲を録音し12月入隊。昭和20（1945）年
8月 21日フィリピン ･ルソン島ブンヒヤンにて自決。楽譜の大半は疎開先の福井で
空襲に遭い焼失、《白狐》他数曲が神戸の実家で焼失を免れた。

中林敦子氏所蔵

謝辞 中林敦子様（弘二様の姪御様）より楽譜および資料等について多くのご教示・ご提供いただきました。
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出演者プロフィール

橋本 久美子　Kumiko Hashimoto
※ 6ページ参照

演奏者プロフィール

澤　和樹　Kazuki SAWA（ヴァイオリン）
1979年、東京藝術大学大学院音楽研究科ヴァイオリン専攻修了。「安宅賞」受賞。ロン＝ティボー、ヴィ
エニアフスキ、 ミュンヘンなどの国際コンクールに入賞。イザイ・メダル、ボルドー音楽祭金メダル
受賞などヴァイオリニストとして国際的に活躍。1991 年、澤クヮルテットを結成。2004 年、和歌山
県文化賞受賞。現在、英国王立音楽院名誉教授。東京藝術大学学長。

大石　泰　Yutaka OISHI（プロデューサー）
慶應義塾大学経済学部を卒業後、日本教育テレビ ( 現テレビ朝日 ) 入社。主に「題名のない音楽会」
などの音楽番組を担当。その後、黒柳徹子さん司会のトーク番組「徹子の部屋」のプロデューサー。
2004 年テレビ朝日を退社。東京藝術大学演奏藝術センター准教授に就任。「藝大プロジェクト」「藝
大とあそぼう」など、奏楽堂でのコンサートの企画・制作。また学外でも多くのコンサートの構成・
演出を手がける。現在、東京藝術大学演奏藝術センター教授。

迫　昭嘉　Akiyoshi SAKO（ピアノ）
東京藝術大学大学院音楽研究科にてクロイツァー賞。ミュンヘン音楽大学マイスタークラス修了。
ジュネーヴ国際音楽コンクール最高位、民音コンクール室内楽部門優勝、ハエン国際ピアノコンクー
ル優勝。ABC 国際音楽賞受賞。ピアニストとして国内外で活動する一方、指揮者としては 1999 年に
九州交響楽団にデビュー。その後も国内各オーケストラを指揮して高く評価されるなど、この分野
での動向にも注目が集まっている。現在、東京藝術大学音楽学部教授・音楽学部長。

©A.Muto

小鍛冶 邦隆　Kunitaka KOKAJI（作曲家）
東京藝術大学大学院を経て、パリ国立高等音楽院作曲科、ピアノ伴奏科でメシアン、ピュイグ =ロ
ジェに、またウィーン国立音楽大学指揮科でスウィトナーに学ぶ。クセナキス作曲コンクール（パリ）
第１位、国際現代音楽協会（ISCM）｢世界音楽の日々｣ に入選他。CDに《ドゥブル‐レゾナンス》、
銀色夏生の詩による《マドリガル I~VI》（以上 ALMrecords）他。著書に『作曲の技法　バッハからウェー
ベルンまで』、ベルリオーズ・R. シュトラウス『管弦楽法』監修（以上音楽之友社）、『作曲の思想　音楽・ 
知のメモリア』、訳書にケルビーニ『対位法とフーガ講座』（以上アルテスパブリッシング）等がある。
東京藝術大学作曲科教授、慶應義塾大学講師。

野見山 暁治　Gyoji NOMIYAMA（洋画家）
1920（大正 9）年 12 月 17 日、福岡県生まれ。昭和 13 年 4月、東京美術学校油画科予科に入学。翌
昭和 14 年、同本科に進む。昭和 18 年 9月、繰上げ卒業。直ちに陸軍二等兵として満州へ出征するも、
病のため内地に送還される。1952 年、フランス政府私費留学生として渡仏。1968 年、東京藝術大学
助教授に就任し、以後 1981 年まで 13 年間にわたり教鞭を執る。1979 年、窪島誠一郎氏とともに同
級生たちの絵を蒐集するため全国を旅して、戦没画学生慰霊美術館「無言館」を設立。2014年、文化
勲章受章。

大中　恩　Megumi ONAKA（作曲家）
1924（大正 13）年 7月 24 日、東京生まれ。父は《椰子の実》の作曲者・大中寅二。昭和 17 年 4月、
東京音楽学校作曲部に入学。今回紹介される鬼頭恭一さん、村野弘二さんとは同期。昭和 19 年、海
軍予備学生として横須賀の海軍に入隊。昭和 20 年 9 月、繰上げ卒業。中田喜直氏らと「ろばの会」
を結成し、《いぬのおまわりさん》《サッちゃん》など、こどものための音楽の創作と発展に尽くす。
1957 年から 30 年間、自作のみを演奏する合唱団「コールMeg」を主宰。現在までの合唱曲・歌曲・
こどもの歌の作品は 2,500 曲に及ぶ。1989 年、紫綬褒章受章。《幌馬車》は昭和 18 年、学生時代の
作品で、遺言のつもりで作曲したという曲。　
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秋場 敬浩　Takahiro AKIBA（ピアノ）
東京藝術大学音楽学部を首席で卒業。アリアドネ ･ムジカ賞、安宅賞、アカンサス音楽賞、同声会
賞受賞。同大学院に進み、博士後期課程修了。博士号取得。ロシア国立チャイコフスキー記念モス
クワ音楽院修了。東京のオペラの森 2008、エイヴェレ国際ピアノ音楽祭（エストニア）、コミタス国
際音楽祭（アルメニア）などにリサイタル出演。東京藝術大学音楽学部非常勤講師。  

永井 和子　Kazuko NAGAI（メゾソプラノ）
国立音楽大学声楽科卒業、同大学院修了。二期会オペラ・スタジオ修了時に川崎静子賞。文化庁オ
ペラ研修所第 4期修了。文部科学省在外派遣員としてジュネーヴで研修。第 19 回民音コンクール第
1位、第 1回グローバル東敦子賞、第 15 回ジロー・オペラ賞、第 2回村松賞受賞。サントリーホー
ル開館記念として開催されたG. シノーポリ指揮フィルハーモニア管弦楽団・歌劇《蝶々夫人》公演
のスズキ役で認められ、ヨーロッパ・デビュー。内外でオペラとコンサート活動を重ねる。東京藝
術大学音楽学部教授。新国立劇場オペラ研修所長。

成田 七海　Nanami NARITA（チェロ）
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て東京藝術大学卒業後、ロータリー財団奨学生として
ウィーンに留学。元ウィーン・フィルハーモニー首席チェロ奏者 フランツ・バルトロメイ氏のもと
で研鑽を積む。これまでにチェロを羽川真介、河野文昭、上森祥平、藤森亮一、F. バルトロメイ各
氏に師事。室内楽を松原勝也、市坪俊彦、川﨑和憲、花崎薫、山本裕康、東誠三、江口玲各氏に師事。

澤原 行正　Takamasa SAWAHARA（テノール）
愛媛大学教育学部及び東京藝術大学声楽科卒業。同大学院修士課程修了。浜田フミエ、木村勢津、
関定子、市原多朗の各氏に師事。第 27 回奏楽堂日本歌曲コンクール第 3位。第 51 回日伊声楽コン
コルソ入選。ビゼー《カルメン》ドン・ホセ役にてオペラ・デビュー。プッチーニ《ラ・ボエーム》
ロドルフォ役をはじめ様々なオペラに出演。バッハ《マニフィカト》、ヘンデル《メサイア》、モーツァ
ルト《レクイエム》、ベートーヴェン《第九》、オルフ《カルミナ・ブラーナ》などのソリストを務める。
東京二期会オペラ研修所に在籍中。東京藝術大学大学史史料室教育研究助手。

金持 亜実　Ami KANAJI（ソプラノ）
東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院音楽研究科修士課程、および博士後期課程修了。博士
号（音楽）を取得。現在、音楽文芸教育研究助手。在学中、藝大定期演奏会やモーニング・コンサー
トにて藝大フィルハーモニアと共演。J.S. バッハ《マタイ受難曲》、ヘンデル《メサイア》、ハイドン
《天地創造》、モーツァルト《レクイエム》、ベートーヴェン《第九》他、宗教曲等のソリスト、また
歌曲やアンサンブルの演奏も積極的に行なっている。辻宥子、三林輝夫、佐々木典子、平松英子の
各氏に師事。

河村 玲於　Reo KAWAMURA（オーボエ）
大分県出身。14 歳よりオーボエを始める。大分高等学校を卒業後、洗足学園音楽大学を経て、東京
藝術大学別科を修了。これまでにオーボエを高田喜夫、小畑善昭の両氏に師事。室内楽を千葉直師、
辻功、河村幹子、山根公男の各氏に師事。洗足学園在学中に特別選抜演奏者に認定され、また試験
優秀者による室内楽コンサートにも出演する。

中田 恵子　Keiko NAKATA（オルガン）
東京女子大学文理学部社会学科卒業後、東京藝術大学音楽学部器楽科オルガン専攻卒業。同大学院
修士課程を修了後、渡仏。パリ地方音楽院演奏家課程を修了。第 11回アンドレ・マルシャル国際オ
ルガンコンクール優勝。併せて優れた現代曲解釈としてGiuseppe Englert 賞を受賞。現在、日本基
督教団鎌倉雪ノ下教会オルガニスト、玉川聖学院オルガニスト、東京藝術大学教育研究助手。
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松岡 あさひ　Asahi MATSUOKA（ピアノ）
幼少より音楽家の両親からピアノ・作曲を学ぶ。東京藝術大学音楽学部作曲科を首席で卒業。アカン
サス音楽賞、同声会賞受賞。 同大学院音楽研究科修士課程作曲専攻修了。2011 年奏楽堂日本歌曲コ
ンクール作曲部門第 1位。2012 年より文化庁新進芸術家海外研修員として、ドイツ・シュトゥット
ガルト音楽演劇大学に 2年間留学し、作曲とオルガン演奏法を学ぶ。現在、東京藝術大学演奏藝術セ
ンター教育研究助手。

千葉 芳裕　Yoshihiro CHIBA（合唱指揮）
国立音楽大学卒業。指揮を若杉弘、三沢洋史に師事。1997 年 12 月東京室内歌劇場第 90 回公演ヒ

ンデミット作曲《長いクリスマスディナー》でオペラ・デビュー。2002 年 5 月の東京室内歌劇場第

100 回記念公演《ファルスタッフまたは 3つのいたずら》では、怪我で降板した若杉弘氏の代役を急

遽務め、公演を成功に導いた。現在、昭島いさなの会音楽監督、東洋大学グリークラブ客演指揮者、

アンサンブルエテルナ指揮者、東京藝術大学オペラ科講師。

コーラスメンバー
金持 亜実　大森 彩加（以上卒業生）　横瀬 まりの（修士 2年）　朝倉 麻里亜（修士 1年）
高崎 翔平（卒業生）　井上 大聞　川田 直輝　須澤 尊信（以上修士 1年）松下　真（4年）

メッセージ・トーク参加者
有吉 祐仁郎　神原 颯大　久野 飛鳥（以上作曲科 2年）
矢野 佑貴（油画科修士 2年）　笹川 治子（先端芸術表現科卒業）

田中 俊太郎　Shuntaro TANAKA（バリトン）
島根県出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学大学院音楽研究科修士課程独唱専攻修了、現
在博士後期課程在籍中。英国オールドバラにおける Britten-Pears Young Artist Programmeにおいてイ
ギリス歌曲のマスタークラスを受講。藝大合唱定期ドヴォルジャーク《スターバト・マーテル》バス・
ソロを担当。奏楽堂モーニング・コンサートにおいて江文也《生蕃四歌曲集》（戦後初演）、橋本國彦《三
つの和讃》を藝大フィルと共演。声楽を森山秀俊、福島明也、ジャンニコラ・ピリウッチ、林康子の
各氏に師事。フェリス女学院大学非常勤副手。

高崎 翔平　Shohei TAKASAKI（バス）
東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院音楽研究科修士課程オペラ専攻修了。声楽を多田羅迪夫、
寺谷千枝子、甲斐栄次郎、妻屋秀和の各氏に師事。オペラでは、藝大オペラ第 61 回定期公演《フィ
ガロの結婚》フィガロ、神奈川県民ホール・オペラシリーズ 2017《魔笛》にザラストロのアンダー
スタディとして参加した。この他に、《リゴレット》スパラフチーレ、《ラ・ボエーム》コッリーネ、《椿
姫》グランヴィル医師、《アドリアーナ・ルクヴルール》キノーなどを演じている。現在、東京藝術
大学音楽総合研究センター教育研究助手。

森　裕子　Yuko MORI（ピアノ）
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、同大学を経て、同大学院音楽研究科修士課程ピアノ専攻
修了。シュトゥットガルト国立音楽大学留学、コンラート・リヒター氏に師事。チューリッヒ国際
マイスタークラスでは、ブッフビンダー氏に師事。ソロ活動では 4回のリサイタルを開催、声楽や
器楽の共演ピアニストや室内楽にも力を入れており、邦人作曲家の初演も数多く携わっている。第
12、14、15回奏楽堂日本歌曲コンクール優秀共演者賞。 第 75回日本音楽コンクール木下賞 (共演賞 )。
東京藝術大学講師。
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展示について

◆戦没画学生の自画像（東京藝術大学大学美術館所蔵）

　今回、奏楽堂ホワイエに戦時中に東京美術学校油画科に在籍していた学生の自画像（いずれも本学大学美術
館所蔵）を5点展示しています。油画科の学生は当時から、卒業年次に課題のひとつとして自画像を提出するこ
とになっていました。今日はそうした自画像の中から戦死した下記5名の作品をピックアップしました。　

◆作曲者の自筆譜など関連資料・写真パネル
　絵画や彫刻など、美術学生の作品が形として学校に残る可能性があるのに対して、音楽学生の演奏活動は
録音などで記録されない限り消えてしまいます。作曲の場合も同様で譜面は残りますが、それらは演奏されない
限り、美術作品のように鑑賞することはできません。しかも譜面は作曲者の手に戻されるのが普通です。従って、
今日の演奏会で演奏される全14曲の譜面もすべてご遺族から提供されたものです。それらのほとんどは藝大が
一時的にお預かりしているもので、本日はそうした作曲者の自筆譜面をはじめとする貴重な資料もご遺族の
ご協力の元ホワイエに展示しております。
　さらに本学の音楽学部大学史史料室、美術学部教育資料編纂室が所蔵する戦時下の学生生活を伝える写真や
文書類も展示していますので、是非ご覧ください。

◆ビデオ上映（第6ホールロビー、奏楽堂ホワイエの2か所にて上映）
「東京美術学校の戦没画学生たち」（画像提供：戦没画学生慰霊美術館「無言館」）
＜作品リスト＞
伊澤 洋「家族」　太田 章「妹・和子の像」　尾田 龍馬「宇和島の風景」　岸田 録郎「静物」　
久保 克彦「自画像」　中川 勝吉「高山風景」　原田 新「婦人像」　日高 安典「ホロンバイル風景」他

「戦没学生のメッセージ～戦時下の東京音楽学校・東京美術学校」スタッフ
舞台監督：浜田 和孝　ステージマネージャー：大澤 重彦　照明：藤原 泰弘（シグマコミュニケーションズ）
映像：植村 真（演奏藝術センター助手）　録音・音響：岩崎 真（演奏藝術センター助教）　亀川 徹（音楽環境創造科教授）　
録画：田川 めぐみ（音楽研究センター音響研究室助手）　鈴木 勝貴（演奏藝術センター助手）　
記録：進藤 綾音（演奏藝術センター助手）　資料展示：吉田 学史（大学史史料室助手）　駒米 愛子(社会連携センター特任助手)  

中川 勝吉
（1918～1944）
愛媛県出身。
昭和19年7月18日、
サイパン島で戦死。
享年26

岸田 録郎
（1920～1945）　
東京・三田出身。
昭和20年3月21日、
ビルマのキヤンセ
東方で戦死。享年24

原田　新
（1919～1943）
山口県徳山市出身。
昭和18年8月7日、
ニュージョージア島
近海で戦死。享年24

日高 安典
（1918～1945）
鹿児島県種子島出身。
昭和20年4月19日、
ルソン島バギオで
戦死。享年27

大倉 裕美
（1920～1945）

栃木県出身。
昭和20年5月8日、
ルソン島バレテで
戦死。享年24
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東京藝術大学演奏藝術センター教授　大石　泰

　今回「戦没学生のメッセージ」のプロジェクトを立ち上げ、イベントを開催するにあたり、その
資金をクラウドファンディングによって集めることにいたしました。もちろんクラウドファンディング
は初体験で右も左も分からない状態でしたが、運営会社である㈱Readyfor さんのご指導もあり、4月
6日、何とか船を漕ぎ出すことができました。そして「公開 5日間で目標金額の 20％」というハー
ドルもどうにかクリアし、その後、公開 39日にして当初目標金額の 300 万円を突破しました。そし
て最終的に、皆さまからのご支援の総額は 4,890,000 円に上りました。私どもにとって予想外の
ことでしたが、これもひとえに皆さまのご支援のおかげであり、改めて感謝申し上げます。本当に
ありがとうございました。
　また、ご遺族の皆さまからは貴重な資料のご提供をはじめ、物心両面にわたってご援助をいただいた
ことも忘れることができません。皆さまから頂戴したこのご支援を足掛かりとして、大学として真に
社会からの要請に応えられるようなアーカイブの構築を目指してまいります。これからも引き続き
応援の程よろしくお願い申し上げます。

昭和18年出陣学徒壮行会（大学史史料室所蔵）

クラウドファンディングでご支援いただいた皆さまへ

50,000 円以上のご支援をいただいた方々※五十音順・敬称略
青木 義英 / 荒井 竜一 / 大月 玄之 / 岡崎 隆 / 鏑木 陽子 / 鬼頭 正明 / 工藤 康二 / 酒井 杲胤 /
佐藤 正知・明子 / 讃井 信行 / 讃井 優子 / ㈱第一製版 / 中林 敦子 / 濱田 和宏 / 平井 丈一朗 /
牧野 英一郎 / 三浦  正充 / 村野 朗 / 村野 琇子 / 和田 薫 / 匿名希望（4 名）
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戦時中の東京音楽学校作曲科についてのメモ

　戦争（広く15年戦争としたいところですが）中のこととなると、どうしても某かの「物語」を
勝手に作り出してしまいがちです。ご遺族や、徴兵あるいは学徒動員（1943～）で出征された
男子学生、生きのびられた同期・先輩・後輩や卒業生、教職員、戦場には赴かなくとも銃後で
挺身された大勢の女子学生や卒業生、44年から本格化した空襲の被害にあわれた関係者、こう
した方々の気持ちを汲みながらも、史料を冷静に見つめ、そこから正確な歴史像を構築する
ことは、大変に困難で地道な作業です。私は日本音楽史は門外漢なので、そもそも音校では
戦時中の学籍簿が消息不明であること、従って誰が在籍していたかを正確に突きとめるためには、
様々な事務史料を調査しなければならなかったことを、つい最近になって知りました。それに
音校も美校も、卒業後、出征後の人たちの消息をほとんど記録していなかったそうです。
　そういうわけで、音校で当時どのような人が教師で学生だったのか、その全体像をあまり
よく知らないままできてしまいました。作曲関係者に限っても、教師としては信時潔、橋本國彦、
下総晥一、細川碧、作曲科外では渡邊浦人、H. フェルマー、M. グルリット、学生には（独断と
偏見で少し前からあげるなら）39 年卒業後研究科に進んだ高田三郎、40 年入学の中田喜直、
42年の大中恩、團伊玖磨、島岡讓、43年の芥川也寸志、斎藤高順、それに 45年の終戦直前に
入学した矢代秋雄、黛敏郎（戦後に前衛音楽の草分けの一人となる）といった、錚錚たる人たち
がいます。こうした陣容やクロノロジーを念頭において戦没学生の作品や生き様に向き合って
みると、いっそうこの時期の理解が深まるかもしれません。史料調査の段階ではヒストリカル・
イフや安易な憶測は禁物ですが、生きのびた方々も戦局次第では戦死されていた可能性があった、
戦死された方々ももし生きのびていたら戦後にどのように活躍されただろうかと、想像をめぐ
らせずにはいられません。戦没学生の作品をどう聴き見るか、そこから何を読み取るかは、人
それぞれに自由です。

土田 英三郎（楽理科教授、西洋音楽史）

「戦没学生のメッセージ」プロジェクト・メンバー

クラウドファンディング代表実行者
大石　泰（東京藝術大学演奏藝術センター）
橋本 久美子（東京藝術大学音楽学部大学史史料室）
酒井 絵美（東京藝術大学演奏藝術センター）
音楽学部
土田 英三郎 /大角 欣矢 / 塚原 康子 / 福中 冬子（以上楽理科）/檜山 晢彦 ( 音楽文芸 )
小鍛冶 邦隆（作曲科）/亀川　徹（音楽環境創造科）/澤原 行正 / 吉田 学史（以上大学史史料室）

美術学部
佐藤 道信（芸術学科日本美術史）/大西 純子 / 浅井 ふたば（以上教育資料編纂室）

大学美術館
古田　亮

演奏藝術センター
八反田 弘 /佐藤 美晴/岩崎　真/松岡 あさひ/植村　真/進藤 綾音/上野 綾夏/鈴木 勝貴/田川 めぐみ
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