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とどけ、未来の仲間たちへ！
子どもたちによる

子どもたちのための音楽祭

子ども音楽祭2015
 in 相馬

第1回 エル・システマ



第1部　吹奏楽 ─ 相馬市立向陽、中村第一、中村第二中学校吹奏楽部合同バンド（72名）
１　ようかい体操第１
２　パッピー・バンド・ディ・トゥ・ユー
３　ミッキーマウスマーチ
４　アナと雪の女王ハイライツ

第2-1部　合唱 ─ 桜丘小学校合唱部＋OB＆OG中学生（47名）
ハンガリーの風 　
１　三つのわらべ歌　Harom Gyermekdal   〈コダーイ・ゾルターン〉
 こうのとりのうた　Gólya-nóta
 緑の森　Zöld erdöben
 エジェテム ベジェテム　Egyetém, begzetpem
2　ジプシーはチーズを食べる　Túrót esyik a cigánz    〈コダーイ・ゾルターン〉
3　踊りの歌　Táncnóta   〈コダーイ・ゾルターン〉
4　夕暮れの歌声　Estéli notázás    〈ヨージェフ・カライ〉

第2-2部　弦楽合奏 ─ 相馬子どもオーケストラ（79名）
1　組曲『ホルベアの時代から』より　Fra Holbergs Tid　〈エドヴァルド・グリーグ〉
 第1曲：前奏曲　Praeludium
 第2曲：サラバンド　Sarabande
 第3曲：ガヴォットとミュゼット　Gavotte et Musette
 第5曲：リゴドン　Rigaudon
2　カノン　Kanon 〈ヨハン・パッヘルベル〉

第3-1部　合唱 ─ 相馬子どもコーラス（63名）
　　お菓子の歌  〈作詞 蓬莱泰三 / 作曲 南安雄〉
 わた菓子、チュウインガム、ソフトクリーム、たいやき、おせんべい、ポップコーン

第3-2部　オーケストラ ─ 相馬子どもオーケストラ＋Orchestra MOTIF （135名）
　　バレエ組曲『くるみ割り人形』より　Casse Noisette 〈ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー〉
 第2曲：行進曲 　Marche
 第3曲：金平糖の精の踊り 　Danse de la Fée Dragée
 第4曲：ロシアの踊り（トレパック） 　Danse russe (Trepak)
 第6曲：中国の踊り 　Danse chinoise
 第7曲：葦笛の踊り 　Danse des mirlitons
 第8曲：花のワルツ 　Valse des fleurs

第4部　コーラス・オーケストラ合同 　　─ 
1　アヴェ・ヴェルム・コルプス　Ave Verum Corpus, K.618　〈ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト〉
2　メサイアより「ハレルヤ」　Hallelujah from Messiah　〈ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル〉

プ ロ グ ラ ム

休 憩

司会　林 朝子

主催：一般社団法人エル･システマジャパン
共催：相馬市、相馬市教育委員会

後援：福島民報社、福島民友新聞社、河北新報社
協賛：㈱IHI、㈱ヤマハミュージックジャパン

協力：オアシス楽器店　

相馬子どもオーケストラ＆コーラス、相馬合唱団エスポワール、
Orchestra MOTIFより管打楽器エキストラ

相馬市民会館3/1（日）13:30～
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第1部　吹奏楽 ─ 相馬市立向陽、中村第一、中村第二中学校吹奏楽部合同バンド（72名）
１　ようかい体操第１

２　パッピー・バンド・ディ・トゥ・ユー

３　ミッキーマウスマーチ

４　アナと雪の女王ハイライツ

第2-1部　合唱 ─ 桜丘小学校合唱部＋OB＆OG中学生（47名）
ハンガリーの風

１　三つのわらべ歌　Harom Gyermekdal   〈コダーイ・ゾルダーン〉

 こうのとりのうた　Gólya-nóta

 緑の森　Zöld erdöben

 エジェテム ベジェテム　Egyetém, begzetpem

2　ジプシーはチーズを食べる　Túrót esyik a cigánz    〈コダーイ・ゾルダーン〉

3　踊りの歌　Táncnóta   〈コダーイ・ゾルダーン〉

4　夕暮れの歌声　Estéli notázás    〈ヨージェフ・カライ〉

ハッピー・バースディの曲をいろいろに編曲し、楽器の紹介を兼ねながら楽しく演奏します。

「こうのとりきたよ」は「こうのとり、キジバト、その足は血だらけ。トルコの子が切った、ハンガリーの子が
治す。笛や太鼓、葦のヴァイオリンで」と歌います。

「緑の森」は「緑のもりに、一羽の鳥が住んでいる。足は青く、羽は緑、羽も緑、何と繊細に美しく歩い
ていることか。小鳥よ待って！神様がお許しになるまで…。」と歌う求愛の歌。

「エジェテム ベジェテム」は、じゃんけん遊び歌で語呂合わせになっています。「エジェテム　ベジェテ
ム、海踊り、ハイドゥー兄さん、何欲しい？一切れのパンがほしい。シール、ポガーチャ、居酒屋の女将が
焼いて、ガジ・ピシュタが食べた。私のバラちゃん、今度も焼いておくれ。」と全く意味がありません。

『ジプシーがチーズを食べる』は、コダーイが子ども達の為の作品を書き始めた1925年、一番最初に書いた作品で
す。「ジプシーさんはカッテージチーズを食べる。それから喧嘩する。横っ面をはり倒すドゥバ。犬バラの蕾（つぼみ）
が道にたわむれ。ヤーノッシュが摘んだ。リダ、リダ、ボン、ボン、ボン、そこから一輪摘んだ。」と歌います。

『タンツ・ノータ＝踊りの歌』は1929年の作品。「ハンガリー人には踊りは向かない、と奴らは言う。彼らにぶかぶ
かのズボンは向かない。拍車のついたブーツや青鷺の羽飾りを付けた帽子をかぶった頭、真珠の頭飾りやハ
ンガリー風頭巾は踊りに向いている。」と歌います。後半はシャルダッシュの速い舞曲で終始します。

「夕暮れの歌」はチャンゴー民謡がもとになっています。ルーマニアの中西部トランシルヴァにア地方は、かつて
ハンガリーの一部でしたが、戦争によってルーマニアに割譲（かつじょう）されました。現在でも沢山のハンガリー
人がこの地方に住み、チャンゴーはハンガリー人グループの総称で、古風なハンガリー語を話しています。「悩
みもなく、さざめきあって谷間を流れてゆけたら、川岸には  花を咲かせ  谷間を流れてゆけたら」と静かな夕暮
れの祈りの歌からはじまし、テンポが速くなり「綺麗な白ユリとすみれの花で婚約の冠をあんでおくれ」とテンポ
の速いチャルダッシュで終わります。

『３つのわらべうた』はコダーイの小品を筆者が３つ選び出しまとめたものです。   

今、子どもたちにとって大人気アニメ「妖怪ウォッチ」のエンディングテーマで、子どもたちの
イベントには欠かせない１曲です。一緒に体操をどうぞ！

ディズニーキャラクターの中心「ミッキー・マウス」のテーマソング。ディズニーを象徴する代表的な
歌として広く知られています。

コダーイ・ゾルターン（Kodály Zoltán, 1882年12月16日̶1967年3月6日）は、ハンガリーの代表的な作曲家で、民族楽学
者,教育家、哲学者でもあります。ハンガリーをはじめ、トランシルヴァニア地方に伝わる農民の音楽を採集して歩き、それを
分析して体系づけることによって民族音楽の方法論に新しい領域を切り拓き、個性的な作品をまとめあげたコダーイは、
同時に、そこから出発した音楽教育にも独自のシステムを築き上げ、コダーイシステムとして世界中て採用されています。
今日演奏する小品はそれら採集して出来た素敵な作品集です。

世界的大人気アニメ「アナと雪の女王」で流れる曲をメドレーで演奏します。

（第2-1部 合唱 解説　文責：古橋富士雄）

子ども音楽祭 2015 in 相馬第1回 エル・システマ



ドイツの作曲家ヨハン・パッヘルベル（Johann Pachelbel, 1653年9月1日-1706年3月9日）がバロック時代中
頃の1680年付近に作曲した作品です。この曲は、パッヘルベルのカノンの名で広く親しまれており、パッヘル
ベルの作品のなかで最も有名な作品です。2小節のバスを繰り返して、その上で三声の同度カノンを演奏
する（3つのパートが同じ譜面を2小節ずつタイミングをずらしながら演奏する）という構成をとっています。

バロックの組曲のスタイルに倣い、前奏曲が置かれています。馬が草原を疾走するような、リズミカルな印象
を与えます。

前奏曲とは対照的に穏やかな舞曲。中間部ではチェロのソロが入ります。

フランスの2つの舞曲のスタイルを組み合わせています。またミュゼットならではのバグパイプ独特のドローン
音が表現されています。

バロック的な明るい舞曲。ピチカートの伴奏に乗って、ヴァイオリンとヴィオラによるソロが奏でられます。

第2-2部　弦楽合奏 ─ 相馬子どもオーケストラ（79名）
1　組曲『ホルベアの時代から』より　Fra Holbergs Tid　〈エドヴァルド・グリーグ〉

 第1曲：前奏曲　Praeludium

 第2曲：サラバンド　Sarabande

 第3曲：ガヴォットとミュゼット　Gavotte et Musette

 第5曲：リゴドン　Rigaudon

2　カノン　Kanon 〈ヨハン・パッヘルベル〉

第3-1部　合唱 ─ 相馬子どもコーラス（63名）
　　お菓子の歌  〈作詞 蓬莱泰三 / 作曲 南安雄〉
 わた菓子、チュウインガム、ソフトクリーム、たいやき、おせんべい、ポップコーン

ノルウェーの作曲家エドヴァルド・ハーゲルップ・グリーグ（Edvard Hagerup Grieg、1843年6月15日 - 
1907年9月4日）が1885年に作曲した弦楽合奏曲。ドイツ語の省略された題名から『ホルベルク組曲』
（Holberg Suite）とも呼ばれています。ホルベアとは「デンマーク文学の父」とも「北欧のモリエール」とも呼
ばれる文学者ルズヴィ・ホルベア（1684年-1754年）のことです。ホルベアはグリーグと同じノルウェーのベ
ルゲンに生まれ、当時ノルウェーがデンマーク統治下にあったことから、デンマーク王フレゼリク5世の元、主
にコペンハーゲンで活躍しました。ホルベアの生誕地ベルゲンで、生誕200周年となる1884年に記念祭が
行なわれることになった際、グリーグは組曲『ホルベアの時代から』をピアノの独奏曲として作曲し、12月7日
にグリーグ自身のピアノで初演しました。本日演奏しますのは、翌1885年にグリーグ自身によって弦楽合奏
のために編曲されたものです。題名の通り、また副題に「古い様式による組曲」とあるように、この作品はホ
ルベアが生きていた時代の音楽、すなわちバロック音楽の様式を借りて書かれています。グリーグ本人は
「ホルベアの同時代人だった、フランスのクラヴサン奏者達の組曲をモデルとした」とコメントしています。

合唱曲の作曲や声楽曲の編曲を数多く手がけた南安雄（みなみやすお、1931年5月2日～2012年8月21日）
は、詩人、放送作家の蓬莱 泰三（ほうらい たいぞう、1929年～）とコンビで沢山の子ども達への作品を作
曲しました。今日演奏する「お菓子の歌」は「チコタン」「日記の歌」とならんで三部作とも呼ばれています。今
日は、ラッキイ池田さんと奥様の彩木映利さんの振り付けで演奏します。（第3-1部 合唱 解説　文責：古橋富士雄）

（第2-2部 弦楽合奏 解説　文責：網島亨）
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第4部　コーラス・オーケストラ合同 ─
1　アヴェ・ヴェルム・コルプス　Ave Verum Corpus, K.618　〈ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト〉

2　メサイアより「ハレルヤ」　Hallelujah from Messiah　〈ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル〉

第3-2部　オーケストラ ─ 相馬子どもオーケストラ＋Orchestra MOTIF （135名）
　　バレエ組曲『くるみ割り人形』より　Casse Noisette 〈ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー〉

 第2曲：行進曲 　Marche
 第3曲：金平糖の精の踊り 　Danse de la Fée Dragée
 第4曲：ロシアの踊り（トレパック） 　Danse russe (Trepak)
 第6曲：中国の踊り 　Danse chinoise
 第7曲：葦笛の踊り 　Danse des mirlitons
 第8曲：花のワルツ 　Valse des fleurs

「くるみ割り人形」作品71aは、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー（Pyotr Ilyich Tchaikovsky、1840年4月25日 - 1893年10
月25日）が自身の作曲したバレエ音楽『くるみ割り人形』から抜粋・編曲をし、組み合わせたものです。

＜バレエのあらすじ＞
　とある王国で王子が誕生します。しかし、その場にいた人間がねずみの女王を踏み殺してしまったために王子
は呪われ、くるみ割り人形になってしまいます。
　時は変わって19世紀のドイツ。クリスマス・イブの夜に行われたパーティー（2.行進曲）で、少女クララは老人からく
るみ割り人形をプレゼントされます。くるみ割り人形が気になるクララは皆が寝静まった後、居間へ人形を見に行きま
す。ちょうど時計の針が12時を打つと、なんとクララの体は人形ほどの大きさになってしまいました。目の前で繰り広げ
られる、おもちゃの兵隊とねずみの戦争。クララはくるみ割り人形を助けます。ねずみたちが退散した後、くるみ割り人
形は凛 し々い王子に変身し、助けてもらったお礼にと、クララをお菓子の国へ誘います。
　お菓子の国。魔法の城に到着した二人は、女王であるドラジェ（果物を砂糖でコーティングしたお菓子）の精に
歓迎されます。そこでは、飴菓子（大麦糖）・お茶・アーモンド菓子といった、お菓子の精たちによる宴が繰り広げら
れました（4.ロシアの踊り, 6.中国の踊り, 7.葦笛の踊り）。宴のクライマックスでは、24人のドラジェの精の侍女たち
（ケーキ飾りのバラの花の精）によるワルツが繰り広げられます（8.花のワルツ）。そして、王子とドラジェの精の踊り
（3.金平糖の精の踊り）が終わると、クララは夢から目を覚まします。
　クララが目を覚ますと、そこはクリスマスツリーの足下。この不思議な出来事は夢だったのでしょうか、それとも……。

この作品はヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト（Wolfgang Amadeus Mozart、1756年1月27日-1791年12
月5日）がこの世を去る半年前に書いたものです。合唱・弦・オルガンというシンプルな編成でわずか46小節の作
品ですが、絶妙な転調による静謐な雰囲気から、モーツァルト晩年の傑作とされています。

ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル（Georg Friedrich Händel, 1685年2月23日-1759年4月14日）により作曲された、
オラトリオ（宗教音楽）『メサイア』に含まれる作品です。「ハレルヤ」とは「主をほめたたえよ」を意味します。

相馬子どもオーケストラ＆コーラス、相馬合唱団エスポワール、
Orchestra MOTIFより管打楽器エキストラ

（第3-2部 オーケストラ 解説　文責：網島亨）

（第4部 コーラス・オーケストラ合同 解説　文責：網島亨）
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