
   W.A.モーツァルト
   ｢フルート四重奏曲ニ長調KV.285｣
フルートを含む室内楽の中でも有名な楽
曲の一つ｡弦楽器とフルートが対話をして
いるような軽やかさが特徴｡
   J.S.バッハ
   ｢フルート・ソナタロ短調BWV1030｣
フルートとオブリガート・チェンバロのた
めのソナタ｡当時のフルートが最も響く短
調で作曲されている｡

   C.P.E. バッハ
   ｢フルート協奏曲イ長調｣
フルート愛好者でもあったフリードリヒ大
王のために書かれたといわれている｡フ
ルートの技巧が生きた作品｡

フルートの登場する名曲

The 8th Kobe International Flute Competition
 

フルートよりも1オクターブ低く、落ち着いた音域を
出す。頭部の管がU字に曲がっているのが特徴｡長
さも二まわりほど大きく､重さも3倍以上のため､楽
器を支えるための支持棒を床に取りつけて演奏す
ることが多い｡

第8回フルートコンクール出場者紹介 The 8th Kobe International Flute Competition 2013 Profile of Contestants

Japan

日 本

Jury

審査員

上野 星矢
（日本）
UENO, Seiya
（Japan）

Asia

アジア

ユ, ジェア
（韓国）

YOO, Jae-A（Korea）

ワン, ジア
（中国）

WANG, Jia（China）

ホムシェット, クリスティン
（ノルウェー）

HAMMERSETH, Kristin
（Norway）

ブレトン, シャルロット
（フランス）

BLETTON, Charlotte
（France）

モルダショフ, グリゴリー
（ロシア）

MORDASHOV, Grigory
（Russia）

ブールギュ, エレーヌ
（フランス）

BOULEGUE, Helene
（France）

カルデリーニ, マチルド
（フランス）

CALDERINI, Mathilde
（France）

ドゥ・ラロシュランベール,
ポリーヌ（フランス）

DE LAROCHELAMBERT,
Pauline（France）

ムーラン, ジュリー
（フランス）
MOULIN, Julie
（France）

フェレイラ, アドリアナ
（ポルトガル）
FERREIRA, Adriana
（Portugal）

ウォン, スーベイ
（中国）

WENG, Sibei（China）

ユー, ハオ
（中国）

YU, Wuhao（China）

ジョウ, ティエンジュン
（中国）

ZHOU, Tianjun（China）

チェン, ホワンシー
（台湾）

CHEN, Huan-Hsi（Taiwan）

ホワン, ユーティン
（台湾）

HUANG, Yu ting（Taiwan）

ブラフタ, ヴェロニカ
（オーストリア）

BLACHUTA, Veronika
（Austria）

パンティヨン,
アンヌ＝ロール（スイス）
PANTILLON, Anne-Laure

（Switzerland）

アヴィラ・バリオヌエヴォ,
ホセルイス（スペイン）
ÁVILA BARRIONUEVO,
José Luis（Spain）

クリスティアンス, カトリン
（ドイツ）

CHRISTIANS, Kathrin
（Germany）

ラントリンガー,
マクシミリアン（ドイツ）
RANDLINGER, Maximilian

（Germany）

チャン, ヒョンジン
（韓国）

JANG, Hyungjin（Korea）

キム, ミンジ
（韓国）

KIM, Min Gee（Korea）

キム, ユビン
（韓国）

KIM, Yu Been（Korea）

イ, ウンジュン
（韓国）

LEE, Eun Jun（Korea）

キム, ミンギョン
（韓国）

KIM, Min Kyung（Korea）

パク, ヘミ
（韓国）

PARK, Haemi（Korea）

リュウ, ジウォン
（韓国）

RYU, Ji Weon（Korea）

ソン, イェジン
（韓国）

SON, Yejin（Korea）

チョウ, ソンヒョン
（韓国）

CHO, Sunghyun（Korea）

ガオ, ユエン
（中国）

GAO, Yuan（China）

スー, シュエ
（中国）

SU, Xue（China）

渡邊 玲奈
（日本）

WATANABE, Reina
（Japan）

押部 朋子
（日本）

OSHIBE, Tomoko
（Japan）

金橋 泰花
（日本）

KANEHASHI, Yasuka
（Japan）

川崎 梨紗
（日本）

KAWASAKI, Risa
（Japan）

窪田 恵美
（日本）

KUBOTA, Emi
（Japan）

白戸 美帆
（日本）

SHIRATO, Miho
（Japan）

竹山 愛
（日本）

TAKEYAMA, Ai
（Japan）

知久 翔
（日本）

CHIKU, Kakeru
（Japan）

野津 雄太
（日本）
NOTSU, Yuta
（Japan）

濱﨑 麻里子
（日本）

HAMASAKI, Mariko
（Japan）

松木 さや
（日本）

MATSUKI, Saya
（Japan）

松崎 ゆり
（日本）

MATSUZAKI, Yuri
（Japan）

宮﨑 千佳
（日本）

MIYAZAKI, Chika
（Japan）

Western
Europe

西 欧

ヤクプツォヴァ, アンナ
（チェコ）

JAKUBCOVÁ, Anna
（Czech）

アチャイ, ティメア
（ハンガリー）
ACSAI, Timea
（Hungary）

Eastern
Europe

東 欧

South
America

南 米

North
America

北 米

クリネール, ヨエル
（イスラエル／デンマーク） 

CULINER, Yoel
（Israel/Denmark）

スィヴァン, シリ
（イスラエル） 
SIVAN, Shiri
（Israel）

フリソフ, サラ
（アメリカ）
FRISOF, Sarah
（U.S.A.）

キム, スヨン
（アメリカ）
KIM, Sooyun
（U.S.A.）

クワァク, ステファニー
（アメリカ）

KWAK, Stephanie
（U.S.A.）

ヒメネス, ラウラデルソル
（コロンビア）

JIMÉNEZ, Laura del Sol
（Colombia）

カノ, ガブリエル
（ベネズエラ）
CANO, Gabriel
（Venezuela）

Middle
East

中 東

審査委員長
金 昌国（日本）

KIM, Chang-Kook（Japan）

酒井 秀明
（日本）

SAKAI, Hideaki（Japan）

アランコ, ペトリ
（フィンランド）

ALANKO, Petri（Finland）

デュフー, マテュー
（フランス）

DUFOUR, Mathieu（France）

ハッチンス, ティモシー
（カナダ）

HUTCHINS, Timothy（Canada）

リー, ソヨン
（韓国）

LEE, Soyoung（Korea）

リュウ, フェイチン
（台湾）

LIU, Hwei Jin（Taiwan）

ヴィーゼ, ヘンリック
（ドイツ）

WIESE, Henrik（Germany）

ズーン, ジャック
（オランダ）

ZOON, Jacques（Netherlands）

ベネット, ウィリアム 
（イギリス）

BENNETT, William（U.K.）
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そもそもフルートの起源って？

ヨーロッパの笛の歴史は非常に古く、旧石器時代から動物の骨で作られた楽器が使用されていた。
フルートの原型となる横に構えて吹く笛が登場し始めたのは、16世紀のルネッサンス時代のこと。
当時、横笛はあまり一般的なものではなく、軍楽隊や旅芸人が軽快にリズムを奏でるための道具と
されてきた。フルートが現在のような円筒形の金属製楽器として広まるのは、19世紀に入ってから
のことだ。

｢フルート｣と聞いて思い浮かぶのは､金属でできた華やかな音色の横笛が一般的だろう｡
フルートの種類にはさまざまなものがあり､楽曲によって使い分けられている｡

フルートってどんな楽器？

フルーティストと過ごした日  々～ホストファミリー体験談～

改良の歴史
初めは歌口と指穴のみの構造で､出せる半音にも限りがあった
フルート｡その後､17世紀後半から円錐形のデザインがフラン
スで作られはじめ､キーが一つ付けられるように｡そして19世
紀半ば､すべての半音を安定して吹くことのできる､現代のフ
ルートに最も近い形の金属製のものが､ドイツの管楽器製作
者テオバルト･ベームによって完成された｡

材質
昔は木でできていたことから、今も木管楽器
に分類されているフルート｡現在は金や銀を
中心に真ちゅう素材のものなど､他の楽器に
比べて材質の種類が多いのが特徴だ｡木製
フルートの生産も続いている｡

コンクールの出場者たちが､日本で気持ちよく滞在できるようサポートするホストファミリー｡フルー
ティストたちとの思い出を､前回大会時にホームステイを受け入れた安藤さんに話をうかがった｡

実はいろいろある！フルートの種類

｢グランド･フルート｣とも称される横笛で、通
常｢フルート｣という時はこれを指す｡明るく
澄んだ音色が特徴で､小鳥のさえずり
を思わす軽やかな響きや､女性らし
い優美さを表現することが得意｡

FLUTE

PICCOLO

BASS FLUTE

ALTO FLUTE

安藤 喜美子さん

韓国からの出場者をホストファミリーとして受け入れました｡
簡単な英語のみでのコミュニケーションでしたが､子どもたちと年齢が近
かったこともあり､言葉の壁を越えてすぐになじんでくれたのが嬉しかっ
たです。もちろんコンクールの応援にも行きましたし､リビングでフルート
の練習をしていた時は､傍らで生の演奏を聴かせてもらいました｡
自宅でホームパーティーをした際に、日本食を喜んでくれたことも、よく
覚えています。いつかまた来日してくれた時も､日本の家族として迎えた
いです。

フルート写真提供：（有）古田土フルート工房､ミヤザワフルート製造株式会社、村松楽器販売株式会社

出場者とのエピソード

神戸市在住

コンサート･フルート
（フルート）

フルートの長さの約半分のピッコロは､鋭く通る音
色で､楽曲に華やかさを増す楽器｡フルートより
も1オクターブ高い音域を出し､オーケストラ
の楽器の中では音域が最も高い｡銀や金
などの金属製が大半のフルートと比
べ､木材や合成樹脂を使用するこ
とが多い｡

ピッコロ

バスフルート温かく甘い音色で､フルートよりも中低音域を
カバーするのがアルトフルート｡フルートよりも20
センチメートルほど長く､重さも約2倍ほど｡ジャズ
に使われることも多く､クラシックでは､ストラヴィン
スキーの「春の祭典」に使われるのがよく知られて
いる｡

    アルトフルート

知って
もっと
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フルートコンクールと一緒に楽しんで！
記念演奏会シリーズ

審査員によるスペシャルコンサート

日本人初の優勝者である小山裕幾さんをはじ
め､フランスのサラ･ルヴィオンさん､ドイツの
ケルステン･マッコールさんを迎えて贈る｡歴代
の優勝者たち3名が奏でる名曲の数々をぜひ堪
能しよう｡

グランプリ ウィナーズ･コンサート
～フルートの精華を貴方に～歴代優勝者3名によるスペシャルステージ

小山裕幾
第6回神戸国際フルートコンクール（2005年）第1位
サラ･ルヴィオン
第5回神戸国際フルートコンクール（2001年）第1位
ケルステン･マッコール
第4回神戸国際フルートコンクール（1997年）第1位

マテュー・デュフー／ティモシー・ハッチンス
神田寛明／リー・ソヨン／酒井秀明
ヴォルフガング・シュルツ／ヘンリック・ヴィーゼ
ジャック・ズーン
※出演者は変更になる場合がございますので、あらかじめ
　ご了承ください。

前大会で大変人気を博したコンサート｡世界的トッププレーヤーでもある審査員たちがその演奏を披露｡公
演プログラムは当日までのお楽しみ｡世界の名だたるフルーティストたちが審査員として集まる神戸国際フ
ルートコンクールならではの豪華な競演をお見逃しなく｡

4月5日金 19：00開演
■所 神戸文化ホール 中ホール
■¥ 一般2,500円､学生1,000円（全席自由）

3月26日火 19：00開演
■所 神戸文化ホール 中ホール
■¥ 一般2,500円､学生1,000円（全席自由）

小山裕幾 サラ･ルヴィオン ケルステン･マッコール

前回大会の審査員コンサートの様子

出 演

出 演

フルートコンクールに合わせて開催する2つの記念演奏会｡世界で幅広く活躍しているフルーティス
トが一堂に会する豪華なステージは必見だ｡

チケットに関するお問い合わせ：神戸文化ホールプレイガイド ☎078-351-3349

室内楽

協奏曲

神田 寛明
（日本）

KANDA, Hiroaki（Japan）

ハメルニク, ヨゼフ
（スロバキア）
HAMERNIK, Jozef
（Slovakia）

コズムス, エヴァ＝ニーナ
（スロベニア）
KOZMUS, Eva-Nina
（Slovenia）

デミン, マトヴェイ
（ロシア）
DEMIN, Matvey
（Russia）

フヴァートヴァ, タチアナ
（ロシア）

KHVATOVA, Tatiana
（Russia）

コスマン, エフゲーニャ
（ロシア）

KOSSMANN, Evgeniya
（Russia）

オラフスドッティア,
メルコルカ（アイスランド）
OLAFSDOTTIR, Melkorka

（Iceland）

ジャコー, セバスチャン
（スイス）

JACOT, Sébastian
（Switzerland）
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※出場者の都合により欠場する場合がございます。ご了承ください。


