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〜 これ まで の歩 み 〜

『
モーツァルトに会いたい 一ピアノ曲でたどるモーツァフ
レトの生涯 ― 』
2006年 11月7日 京都芸術セ ンター
Pi河 野美砂子
・
ロン ドン音楽帳か らKV15hh,KV1511他
メヌエ ッ トKVla,lb,lc,KV2,KV3
モル トア レグロKV72a卜 長調 アダー ジォ (へ短調)―ソナタ
「
KV280よ り 。
ソナタKV310イ 短調 ソナタKV330ハ 長調 ロン ド● ′
485二 長調 ・
私はランドール」による12の変奏曲KV354変 ホ長調 ・
アダージォ
B5/540口 短調 小ジー グ KV574お よび メヌエ ッ トKV355
アンダンテ (自動オルガ ンの為 の)KV616へ 長調
*当 初 、『
モーツ ァル トに会 いた い』は単発の演奏会企画で したが、
演奏会継続希望 の声が寄せ られ、シリーズ化が決まりま した。

『
モーツァルトに会 いたい 2・室 内楽』
《ピアノ トリオ》2007年6月10日 京都芸術セ ンター
Vn岸 邊百百雄 Vc河 野文昭 Pf河 野美砂子
・トリオKV502変 口長調 トリオKV542ホ 長調 トリオ断章 「
ア レグ ロJKV442二 短調 (Mシ ュター トラー補筆)
4手 のピアノ曲》2007年7月6日 京都芸術セ ンター
《
Pi小 林道夫 +河 野美砂子
・ソナタKV381二 長調 ・
アンダンテ と5つの変奏由KV501 卜長調
・自動オルガ ンのための幻想曲 KV608へ 短調 ソナタKV497へ 長調

フー ガKV401卜

短調

トリオKV548ハ 長調

・
ア レグロKV357卜

長調 (2005年 Rレ ヴィン補筆)

*隠 れた室内楽の名曲として、ピアノ トリオと連弾曲を選びました。岸邊百百雄、小林道夫両氏は、あ らゆる意味での大先輩 で、このお二 人か らあ らため
て学ぶ ことを期 しての演奏会でした。

『
モーツァルトに会いたい 3 。モーツァルトマニ アック』
2008年 3月 10日

京都芸術セ ンター
Pf河 野美砂子 お話 と朗読 谷川俊太郎
・
前奏曲 (カプリッチ ォ)KV284aハ 長調 ア レグロ (ソナタ楽章)KV812卜 短調 ■旨の練習KV626b/48ハ
KV511イ 短調 ・
ソナタKV533+494へ
長調

長調

ソナタ ハ長調KV279よ リ

ロン ド

*長 年 のモーツァルティアン 谷川俊太郎 さんをお迎えし、
演奏会 ではめったに聞けな い曲を演奏 しました。故 河井隼雄 さん、谷川さん、河野美砂子 による
「
お話 と朗読 と音楽 の夕べ」が、
長野県戸隠で8年間にわたって開催された ご縁があ りました。

ヽ.

『
モーツァルトに会 いたい 4・ピアノ連弾で聞くオペ ラと交響曲』
2008年 11月24日 京都芸術 セ ンター
Pf河 野美砂子 小石みなみ 岡部佐恵子
KV620(ッ ェム リンスキー編曲)よ り抜粋
オペ ラ 「
魔笛」

ジュピター」KV551全 曲
交響曲第41番 「

*モ ーツァル トは、自分 自身を 「
オペ ラの作曲家」と自負 していたということや、オーケス トラの名曲をぜひピアノで弾 いてみた い、との主旨による演奏会。
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私 の今 までの経験 を伝え られた ら、とも。
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河 野

京都市立芸術大学卒業。同大学非常勤講師。ウィ
ー ン国立 音大 に留学。井上直幸氏、P・アクセ ン
フェル ト教授 に師事。88年 淡路島国際室内楽 コ
ンクール優秀賞。リサイタル シリーズ 『シューベ

京都 生 まれ。桐朋 学 園大学卒業後、オ ランダ ・
スヴェー リンク音楽院、ミュンヘン音楽大学 にて
研鑽 を積む。プラハの春国際 コ ンクール、バ ッハ

ル トとシェー ンベル ク』を京都、大阪、東京 で 開
催 した他、ベー トー ヴェンのチ ェロソナタ、ヴァ
イオ リンソナタ全曲演奏、ビアノ トリオ全由演
ベー トー ヴェンとの対話』
等 シリーズで企
奏会 『
い
41回
して
る。
画演奏
/95年 第
角川短歌賞受賞。
04年歌集 『
無言歌』(砂子屋書房)によ り第5回現
代短歌新人賞。

国際 コン クール、シベ リウス国際 コン クール な
ど数 々の 国際 コンクー ル に優勝、入賞。平成 14
年度文化庁芸術祭新人賞受賞 。国内外 で 活発な
演奏活動を行 つている。紀尾井 シンフォニエ ッタ
東京、アンサンブルofトウキ ョウ、東京クライス
アンサンブル のメンバ ー。東京芸術大学准教授。

文 昭

こぅのふみあき

京都市立芸術大学卒業後、文化庁在外派遣研修
員 として渡米。さ らにウィー ン国立音楽学校 に
て研鑽.84年帰国後は独奏者、
室内楽奏者 として
国内外 で活 発 に活動を行 っている。紀尾井 シン
フォニエ ッタ東京、アンサ ンブルofトウキ ョウ、
東京クライスアンサ ンブル、
静岡AOIカ ルテ ット
の メンバ ー。第50回 日本音楽 コンクール第 一位。
京都音楽賞、
京都府文化賞等受賞。東京藝術大学
教授、中国天津音楽学院客員教授。

