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※今回､グランプリ ウィナーズ･コン
　サートにも出演する｡
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神戸文化ホール

ミュンヘン放送管弦楽団､ケルン放送交響楽団の元
首席奏者｡プラハの春国際音楽コンクール､ミュン
ヘン国際音楽コンクールなどでも入賞｡また､前回
の神戸国際フルートコンクールの審査員でもある｡
ドイツ･ハノーファー音楽大学やミュンヘン国立音
楽大学の教授として､また日本など各国の音楽家た
ち育成活動にも力を注いでいる｡

第6回神戸国際フルートコンクールで､日本人として初優勝
を飾ったのが､バーゼル音楽院に留学中の小山さんだ｡
国際的に権威あるコンクールが神戸で開催されると聞い
て、出場を決めました｡神戸は外国文化の玄関口として古く
から開かれ､洗練された街という印象があります｡
そうした神戸を舞台に､今回も世界中から演奏家たちが集
まってきます｡そこでぜひお勧めしたいのが､一次審査から
鑑賞することです｡たとえば､ヨーロッパとアジア出身の演
奏家とでは､音楽の視点や音色が違う傾向がありますし､さ
まざまな個性を聴き比べ､自分の好きな演奏家を見つける
のは､大きなコンクールならではの面白さ｡
今､私が住んでいるスイスのバーゼルも､皆さんよく音楽を
楽しみ､音楽家を大切に育てる文化がある街です｡神戸の皆
さんにもフルートコンクールに足を運んでいただき､ずっ
と応援したい演奏家に出会って欲しいですね｡

スイス･ジュネーブ出身｡第2
回神戸国際フルートコンクー
ル優勝をはじめ､多くのコン
クールで入賞｡若くしてベルリン･フィル
ハーモニー管弦楽団に入団､首席奏者
を務める｡またロンドン･フィルなどの世
界的なオーケストラのソリストとしても
活躍｡バロックから近現代まで幅広い作
品を類稀な技巧と表現力で吹きこなし､
キング･オブ･フルートの異名を持つ｡日
本でのファンも多く､神戸など各都市で
毎年コンサートを行っている｡

23歳でベルリン･フィルの
首席を務めた､世界的な名手
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北欧を代表するオーケストラの
首席フルート奏者
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（フィンランド）
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世界が期待する､
若きフルーティスト

ダニエラ・コッホ
（オーストリア）

interview

次代を担う、日本の若き
フルーティスト

小山 裕幾（日本）

プロフィール

新潟県生まれ｡第73回日本音楽コンクー
ルフルート部門第1位（2004年）､第6回
神戸国際フルートコンクール1位など数々
のコンクールでグランプリを受賞｡現在､
バーゼル音楽院（スイス）にて､フェリック
ス･レングリ教授に師事｡

４年に一度､ 次なるスターが 神戸で生まれる！
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神戸文化ホール 中ホール

■主催 神戸国際フルートコンクール運営委員会／神戸市／
　　　 （公社）日本演奏連盟／（公財）神戸市民文化振興財団

■後援 外務省／文化庁／兵庫県／NHK／日本フルート協会／
　　　 アジア･フルート連盟

2013

3
28

4
7木 日～

第2回神戸国際フルートコンクー
ルでは､エマニュエル･パユと共
に1位を受賞｡翌年にミュンヘン
国際音楽コンクール優勝｡現在は
フィンランド放送交響楽団の首
席奏者を務める傍ら､シベリウス
音楽院で後進の指導にもあたる｡
今回は､コンクールの審査員とし
て神戸に戻ってくる｡

19歳にして神戸国際コンクー
ルの頂点に立ち､その後も第
59回ミュンヘン国際音楽コン
クールで第2位ならびに特別
賞を受賞｡ウィーン交響楽団
ほか､さまざまなオーケスト
ラとも共演し､世界的に期待
が高い若手フルーティスト｡
2011年以降は､バンベルク交
響楽団首席奏者として活躍し
ている｡

日程

会場

情報情報

音楽家たちの育成にも努める
ベテランフルーティスト

アンドレア・リーバークネヒト
 （ドイツ）

主催者が語る
　フルートコンクールの

面白さとは
権威あるコンクールとして､世界的に評価されている神戸国際フルート
コンクールを3月28日（木）から神戸文化ホールにて開催する｡
第8回を迎える今大会は､34カ国･1地域から229名もの応募があり､
この中から選ばれた62名（20カ国･1地域）が頂点を目指して､
神戸で熱演を繰り広げる｡

国際音楽コンクール世界連盟に正式加盟している、
日本で唯一のフルートのコンクール｡ミュンヘン国
際音楽コンクール､ランパルコンクール、ジュネー
ブ国際音楽コンクールと並び､世界4大コンクール
のひとつに数えられている｡
有望な若いフルーティストたちを発掘・育成し、世
界への楽壇の飛翔を力強く推進すると共に、国際
交流や友好親善を図ることを目的に、1985年にス
タートし、以降4年に一度、神戸で開催している。

どんな
コンクール
なの？

過去の
優勝者たち

過去の
入賞者たち

  第１回 〔1985年〕
第１位 アリフェ＝グルセン・タトゥ（トルコ）
〔現在 ドイツ・トロッシンゲン音楽大学教授〕

第２位　佐久間 由美子 （日本）
〔現在 国立音楽大学客員教授〕

第３位　ヴィセンス・プラット＝パリース
（スペイン）〔現在 パリ管弦楽団首席奏者〕

 第２回〔1989年〕 
第１位　ペトリ・アランコ （フィンランド）
〔現在 フィンランド放送交響楽団首席奏者〕

第１位　エマニュエル・パユ （フランス）
〔現在 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
首席奏者〕

第３位　イレン・モーレ （ハンガリー）
〔現在 ハンガリー国立交響楽団〕

 第３回〔1993年〕
第１位　該当者なし
第２位　アンドレア・リーバークネヒト 
（ドイツ）〔現在 ミュンヘン国立音楽大学教授〕

第２位　エイミー・ポーター （アメリカ）
〔現在 ミシガン大学教授〕 

第３位　エミリー・バイノン （イギリス）
〔現在 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
首席奏者〕

 第４回 〔1997年〕
第１位　ケルステン・マッコール （ドイツ）
〔現在 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
首席奏者〕 

第２位　マテュー・デュフー （フランス）
〔現在 シカゴ交響楽団首席奏者〕

第３位　ヘンリック・ヴィーゼ （ドイツ）
〔現在 バイエルン放送交響楽団首席奏者〕 

 第５回 〔2001年〕
第１位　サラ・ルヴィオン （フランス）
〔現在 フランクフルト歌劇場管弦楽団首席
奏者〕 

第２位　サビーヌ・モレル （フランス）
〔現在 チューリッヒ・トンハーレ管弦楽団首
席奏者〕 

第２位　シェレシュ・ドーラ （ハンガリー）
〔現在 デンマーク放送シンフォニエッタ首席
奏者〕

 第６回〔2005年〕
第１位　小山 裕幾 （日本）
〔現在 スイス・バーゼル音楽院在学〕　

第１位 アンドレア・オリヴァ （イタリア）
〔現在 サンタ・チェチーリア国立アカデミー
交響楽団首席奏者〕

第３位　高木 綾子（日本）
〔現在 東京芸術大学准教授〕 

第３位　サラ・ルメール （スイス）
〔現在 スイス・ロマンド管弦楽団首席奏者〕 

 第７回 〔2009年〕
第１位 ダニエラ・コッホ（オーストリア）
〔現在 バンベルク交響楽団首席奏者〕

第２位 ロイク・シュネデイル（フランス）
〔現在 スイス・ロマンド管弦楽団首席奏者〕

第３位 デニス・ブリアコフ（ロシア）
〔現在 メトロポリタン歌劇場管弦楽団首席奏者〕

 第１次審査　3/28（木）～3/30（土）10：00～（各日）
コンクールの幕開けです｡62名のコンテスタントたちが3曲の課題曲に挑みます｡
課題曲（1）F. Kuhlau：6 Divertissements Op.68 より No.6 cis-moll 

（2）a）､b）いずれかを選択｡
　    a）S. Karg-Elert：30 Studies (Caprices) Op.107よりNo.30
　    b）L. de Lorenzo：Il “Non plus ultra” del Flautista Op.34より No.17
（３）a）､b）いずれかを選択｡
　   a）C. Debussy：Syrinx
　   b）P.O. Ferroud：Trois pièces より No.1 Bergère captive

 第２次審査　4/1（月）・4/2（火）10：00～（各日）
第1次審査を通過した約24名が2曲の課題曲に挑みます｡
課題曲 （1）以下の a）～c）より１曲選択｡（ピアノ伴奏）

　　a）Bach：Sonate g-moll BWV 1020
　　b）Bach：Sonate Es-dur BWV 1031
　　c）Bach：Sonate C-dur BWV 1033
（2）以下の a）～c）より１曲選択｡（ピアノ伴奏）
　  a）P. Hindemith：Sonate
　  b）B. Martinů：First Sonata
　  c）S. Prokofiev：Sonata D-dur Op.94

 第３次審査　4/4（木）10：00～
第2次審査を通過した約12名が3曲の課題曲に挑みます｡ピアノとのハーモニーや､
ピッコロやアルトフルートなど､さまざまな音楽が楽しめるかもしれません。
課題曲 （1）以下の a）～e）より１曲選択｡（ピアノ伴奏）

　　a）G. Enesco：Cantabile et Presto
　   b）G. Fauré：Fantaisie Op.79
　   c ）P. Gaubert：Fantaisie
　　d）P. Gaubert：Nocturne et Allegro Scherzando
　　e）P. Taffanel：Andante Pastoral et Scherzettino
（2）以下の a）～c）より１曲選択｡（ピアノ伴奏）
　　a）J. Ibert：Concerto 
　　b）A. Jolivet：Concerto
　　c）C. Nielsen：Koncert
（3）以下の a）～ｉ）より１曲選択｡
※使用楽器はピッコロ､フルート､アルトフルート､バスフルートで選択
　  a）K. Aho：Solo Ⅲ
　  b）L. Berio：Sequenza （SequenzaⅠ）
　  c）C. Halffter：Debla
　  d）H. Holliger：Sonate （in）solit（air）e より任意の数曲
　  e）P. Hurel：Eolia
　  f ）T. Ichiyanagi（一柳慧）：In a Living Memory(忘れえぬ記憶の中に)
　  g）M. Kawashima(川島素晴）：Manic PsychosisⅠ
　  h）I. Yun：Etüdenより任意の１～２曲
　  i ）上記 ａ)～ｈ)と同程度の難易度である無伴奏現代作品｡

 本選　4/6（土）13：00～
第3次審査を通過した約6名が2曲の課題曲に挑みます｡いよいよ､第8回の優勝者た
ちが決定する感動の瞬間です｡
課題曲（1）以下の a）～b）より１曲選択。（アンサンブル共演）

　   a）W.A. Mozart：Quartett D-dur KV 285
　   b）W.A. Mozart：Quartett C-dur KV 285b
（2）以下の a）～b）より１曲選択。（室内合奏団共演）
　   a）C.P.E. Bach：Konzert d-moll WQ 22
　   b）C.P.E. Bach：Konzert G-dur WQ 169

 表彰式・披露演奏会　4/7（日）14：00～ 
第1位から6位および特別賞の発表です｡披露演奏会では､入賞者たちの演奏を再び
聴くことができます｡

☎078-351-3535
〒650-0017
神戸市中央区楠町4丁目2－2
●神戸市営地下鉄「大倉山駅」下車すぐ
●JR「神戸駅」より北へ徒歩約10分
●神戸高速鉄道｢高速神戸駅｣より
　北へ約8分

コンクールの日程 チケットについて

第1次～第3次審査　
本　選
表彰式･披露演奏会
グランプリウィナーズ・コンサート
審査員によるスペシャルコンサート

入場料金 （全て自由席）

会場アクセス

●チケットぴあ　☎0570-02-9999
　 コンクールパス（Pコード：780-347） / 日程別チケット（Pコード：183-870）
　 記念演奏会を含めたオールフリーパス（Pコード：780-348）
●ローソンチケット　☎0570-084-005
　 各種チケット（Lコード：59756）
●神戸文化ホールプレイガイド　☎078-351-3349

一　般 学　生
　500円／日
2,000円
2,000円
2,500円
2,500円

　500円／日
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円

コンクールパス
一般3,000円
学生2,000円

※第1次～第3次審査・本選･
表彰式･披露演奏会の全日程

オールフリーパス
一般･学生6，000円
※コンクール全日および
記念演奏会全日。

お得なフリーパス券も発売中です！

●神戸国際フルートコンクールに関するお問い合わせ
　 神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団内 　 TEL 078-351-3597
●神戸国際フルートコンクール演奏協力
　 室内合奏団：神戸市室内合奏団　指揮：本山秀毅
　 アンサンブル：小林美恵、大野かおる、河野文昭
　 ピアニスト：石橋衣理､石橋尚子､西脇千花､鈴木華重子､與口理恵
●神戸国際フルートコンクールには､以下の皆様から
　ご協賛をいただきました｡
株式会社三響フルート製作所･株式会社プリマ楽器､株式会社ドルチェ楽器､パー
ルフルートギャラリー､ミヤザワフルート製造株式会社･野中貿易株式会社､村松
楽器販売株式会社､ヤマハ株式会社

おかげさまで30周年　これからもよろしくお願いします

金 昌国（審査委員長／東京芸術大学名誉教授）
プロフィール　 東京芸術大学･同大学院修了｡日本音楽コン
クール第1位、ジュネーブ国際音楽コンクール第２位（1位なし）
などを受賞し､ドイツ･ハノーヴァー国立歌劇場管弦楽団の首席
奏者を務める｡日本音楽コンクール委員会副委員長､アジア･フ
ルート連盟会長（2013年より名誉会長）｡

第7回以降のこの4年間はあっという間でした｡“入賞
者達のその後の活躍”が最も大切なのですが、その意味
でこのコンクールは世界一の実績を上げていると言
え、同様の評価も戴いています｡毎回世界中から最高の
才能が集まり､予選時点から猛烈な演奏を繰り広げて
いるゆえんです｡今回の特徴は､フルートの超絶技巧を
発揮しなければならない場面はもちろんありますが､
それよりもその時代時代の様式感を持ち､エレガント
に美しく吹くことを要する課題曲が多いことです｡ぜ
ひ優美なフルートの音色をお楽しみください｡

才能あふれる参加者がそろいました

酒井 秀明（運営委員長／洗足学園大学客員教授）
プロフィール　 国立音楽大学卒業後､ドイツへ留学､ミュンヘン
国際音楽コンクール､ジュネーブ国際音楽コンクールで入賞｡リ
サイタル､ソロ､室内楽などでも幅広く活躍中｡現在､日本フルー
ト協会副会長｡

4年おきに開催される当コンクールも8回目となりま
した｡これまで数多くの受賞者たちが世界の第一線で
活躍する､演奏家､指導者になっています｡次世代を担
う若き優秀なフルーティストたちの演奏を今回も楽し
みにしていますが､優秀な参加者たちの審査をする際
に､採点に悩む事もよくあります｡しかし会場の方々に
とっては､世界レベルの演奏を一度に聴いて楽しめる
滅多にない機会です｡大切な文化事業の一つであるこ
のコンクールの主催を続けてくださる神戸市と市民の
方々に心から感謝いたします｡

甲乙つけがたい演奏を楽しんで

神田 寛明（審査員／NHK交響楽団首席奏者）
プロフィール　東京芸術大学卒業後､ウィーン国立音楽大学に
留学､東京芸術大学大学院修了｡日本フルートコンベンションコ
ンクールなどで第1位に｡アジア･フルート連盟常任理事､日本フ
ルート協会理事｡

オリンピックと同じ､一騎当千の強者が集まる4年に一
度のコンクールがついに始まります｡コンクールって、ど
うしても順位に関心が集まりがちですが､｢バッハ親子｣
に代表されるバロック･古典音楽から｢モーツァルト」な
どの有名どころ､｢フォーレ｣などフランス近代物や｢ベリ
オ」「イチヤナギ」「アホ｣など､普段はお目にかかれない
マニアックな現代作品まで聴ける､まさに｢フルート大
百科」的イベントなのです｡しかもチケットもお買得！！
他にも歴代優勝者や審査員によるコンサートなどの企
画も盛りだくさん｡一日中フルートの音色を楽しむもよ
し､手に汗握る甲子園的応援に熱くなるもよし､ぜひ気軽
に足をお運び下さい！（朝から晩までやってます）

世界中のつわものが神戸に集まります

※第1位2人 ※第1位2人

前回大会・披露演奏会より




