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鈴木大介が毎回多彩なゲストを迎え、音楽で世界を巡る銀座
王子ホールの人気企画「ギターと旅へ」。これまでにブラジル
編（ゲスト：伊藤ゴロー）、イタリア編（ゲスト：coba）が
行なわれたが、第 3 回目となる今回は、「スペイン編①～カ
ンテ・フラメンコの世界～」と題し、ゲストには、日本を代
表するフラメンコ・ギタリストの沖 仁と、その盟友であるカ
ンタオール、石塚隆充が登場した。まずは鈴木のギターソロ
でスタート。ステージで演奏される機会の少ない、ロドリー
ゴ〈かつて音に聞こえしイタリカ〉や本誌 4 月号連載曲、ファ
リャ〈スペイン舞曲第 1 番〉などを披露、続いて沖 仁が登場し、
フラメンコギターソロ、鈴木との二重奏、沖 仁と石塚隆充に
よるカンテ・フラメンコが披露されるとステージは一気にヒー
トアップ。コロナ禍のため、客席からのハレオ（掛け声）が
自重されたのは少々残念であったが、その熱気は十分に伝わっ
た。続く山田耕筰〈この道〉では、石塚の魂の奥底から湧き
上がるような歌声がホール全体に響き渡り、カンテ・フラメ

ンコの素晴らしさを存分に満喫するコンサートであった。
プログラム：鈴木ソロ／ファンダンギーリョ（トゥリーナ）、
その昔イタリカが音に聞こえ（ロドリーゴ）、ドビュッシー
の墓に捧げる讃歌（ファリャ）、火祭りの踊り、歌劇「はか
なき人生」よりスペイン舞曲第 1 番（ファリャ）、沖ソロ／
fuego（沖 仁）、鈴木・沖／「三角帽子」より粉屋の踊り（ファ
リャ）、パラソルとパラアグア（沖 仁）、石塚・沖／カンテ・
フラメンコ“soleares”、鈴木・石塚・沖／この道（山田耕筰）、
Vendedores de la Mar（沖 仁）
　　　　　　　　　　　［2 月 3 日／東京・銀座王子ホール］
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16　Gendai Guitar

――3 月にバリオス作品を集めた CD をリリースされま
したね？ 正式なタイトルとレーベルを教えてください。
池田慎司：OMF レーベルから 3 月 13 日に発売しました。
タイトルは『ラ・ノスタルヒア』です。
――『ラ・ノスタルヒア』は池田さんにとって何枚目の
アルバムになりますか？
池田：今回で 6 枚目になります。2005 年の 1st ソロ・ア
ルバム『ブラジルの水彩画』から始まり、2007 年にアコー
ディオンのいわつなおこさんとのデュオ・アルバム『ブ
エン・ビアッヘ』、2013 年に富川勝智さんとのギター・デュ
オで『サーキュレーション』、2016 年にギター・ソロ『イ
ベロアメリカ』、2019 年には『ケリーダ・エスパーニャ』
というアルバムをリリースしました。最後の CD はスペ
イン留学時代の仲間、岩崎慎一、東 隆幸、富川勝智、坪
川真理子、池田慎司というメンバーでの五重奏 & 三重奏
を収録したアルバムです。そして今回のソロ・アルバム
というわけです。
――ソロ、デュオ、重奏、他楽器との合わせ物と、満遍
なく出されていますね。ソロアルバムとしては 5 年ぶり、
3 枚目ですが、今回はどういう経緯で CD をリリースす
ることになったのでしょうか？　
池田：今回のアルバムは OMF レーベルのエンジニアで
ある、小坂浩徳さんからの依頼で制作することになりま
した。小坂さんとは富川勝智さんとのデュオ・アルバム

『サーキュレーション』のレコーディングで初めてお会
いしました。それが 2013 年 3 月のことですから、ちょ
うど 8 年前になります。そのデュオのレコーディング中、
何気ない会話の中で「今回のレコーディングが終わった
ら、いつか池田さんのソロも録ってみたいですねぇ」と
小坂さんが私に言ってくださったのですが、まだ知り
合って 3 日も経っていないのに、「もう次のレコーディ
ングの話 !?」と驚いたのを覚えています。
――レコーディングの最中に持ち上がったのですね。バ
リオス作品集とした理由は？
池田：唐突なことだったので「僕の演奏でどんなアルバ
ムを録りたいのですか？」と聞くと、即答で「バリオス
ですよ！」と返ってきたのです。「これまた唐突な……
僕のバリオスの演奏を聴いたことないのにどうして？」
と一瞬、疑問が頭を過ったのですが、もう少しお話を伺
うと、どうも 1st アルバムの『ブラジルの水彩画』を聴
いてくださっていたようなのです。
――でもあのアルバムは、ヴィラ＝ロボスやジョビン、
ボンファなど、ブラジルの音楽を収録したもので、バリ
オスは入っていませんよね？
池田：ええ、その通りです。ただ、小坂さんはあのアル
バムを聴いて「ここまで真面目にブラジルのポピュラー
音楽に取り組むクラシックギタリストが、南米エッセン
スもありクラシック的要素も備えたバリオス作品を演奏

池田慎司
 Cover Story

Shinji Ikeda

南米音楽の名手が放つバリオス作品集
新譜『ラ・ノスタルヒア』 リリース！
　池田慎司（いけだしんじ）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1976 年、北九州市生まれ。9 歳よりクラシックギターを堀 幸悦に師事。1995 年に
スペインへ渡り、アルコイにてホセ・ルイス・ゴンサレスに師事。同時期にアポロ音
楽院でパーカッションを学び、それをきっかけにスペイン音楽やクラシック音楽の
他に、南米音楽にも目を向けるようになる。その後、国内外のコンクールに入賞し、
1998 年帰国。以後ソロ・コンサートをはじめ、他楽器との様々な共演、2004 年九州
交響楽団と《アランフエス協奏曲》での共演、2008 年 Hakuju ギター・フェスタで
の、E. フェルナンデス、福田進一、荘村清志とのギターカルテット共演など、精力的
にアンサンブル活動の幅を広げる。 2009 年、レオナルド・ブラーボとのギターデュ
オをきっかけに、クラシックギターの伝統的なレパートリー以外に、タンゴやショーロ、
フォルクローレといった、南米の音楽も本格的に演奏するようになる。「どんでばもす

（ギターデュオ）」「SGF（ギター五重奏）」のメンバーとしても活動を開始。2020 年、
東京で行なわれた日本ギター連盟主催のコンサートにおいて、ギター 11 本による《ブ
ラジル風バッハ第 4 番》全楽章のアレンジを手がけ好評を得る。
現在は演奏の他に、楽曲アレンジ、また後進の指導にも精力的に力を注ぎ、クラシッ
クギター演奏の可能性を探求し続けている。これまでに CD『Brasil』『Buen viaje』

『Circulation』『Ibero America』『Qerida Espana』をリリース。
ミュージックカルチャー「プレリュード」、唐人町ギター教室各講師。
ongaku Goya 主宰。（公社）日本ギター連盟正会員。

インタビュアー：渡邊弘文（本誌編集長）

016-19：池田慎司インタビュー.indd   16 2021/04/06   12:05:14



20　Gendai Guitar

濱田滋郎〜ギターとスペイン音楽に捧げた生涯

Ⓒ池上直哉

　濱田滋郎（はまだ じろう）
――――――――――――――――――――――――――

音楽評論家、スペイン文化研究家。
1935 年：童話作家の濱田廣介の次男として東京で誕生。
1953 年頃より本格的にスペインやラテン・アメリカの文
学・音楽の研究を志す。独学でスペイン語、フランス語
などの語学とギターを習得。
1960 年頃より翻訳、雑誌等への執筆、レコード解説など
の仕事に就く。
1978 年：東京藝術大学、東京外国語大学、立教大学、桐
朋学園大学等で講師を務める。
1984 年、著書『フラメンコの歴史』（晶文社）が第 3 回蘆
原英了賞を受賞。1985 年より「スペイン音楽こだまの会」
主宰。同年から「清里スペイン音楽祭」を総監督として
責任開催。
1988 年、キューバのハバナ国際ギターコンクール＆フェ
スティバルに審査員・講演者として招待される。
1990 年より（社）日本フラメンコ協会会長、1995 年より
全国学生フラメンコ連盟名誉会長。
主な著書に『フラメンコの歴史』『エル・フォルクローレ』

（以上晶文社）、『スペイン音楽のたのしみ』（音楽之友社）、
『濱田滋郎の本』（現代ギター社）など。訳書にカーノ著『フ
ラメンコ・ギターの歴史』（パセオ）、スビラ著『スペイ
ン音楽』（白水社文庫クセジュ）、ジェファリ著『フェル
ナンド・ソル』（現代ギター社）など。
2021 年 3 月 21 日未明、神奈川県川崎市の自宅にて急逝、
享年 86 歳。

――――――――――――――――――――――――――

(1935-2021)

追悼

　「余人を以ては代え難い」と言うが、濱田滋郎こそが、まさにその言葉に相応しい人であった。
　我が国のギター音楽、フラメンコ、スペイン文芸に携わるすべての者が今、濱田滋郎という主柱・礎石を失ってただ呆
然と立ち竦むのみ。
　その無尽蔵の知識は専門分野に留まらず、多岐にわたり、その穏やかな語り口と茶目っ気溢れる人柄は、人々を魅了し
てやまなかった。
　すべての者に愛され、すべてを愛した濱田滋郎……周知のように本誌との関りは長く深い。創刊間もない 1967 年 6 月号

（第 3 号）に初の寄稿『アタウアルパ・ユパンキの人と芸術』が掲載され、以来、54 年間にわたって大いなる拠り所として
歴代の編集者達を支え導いてくださった。
　1994 年 4 月号（第 347 号）から始まった『濱田滋郎対談』は 16 年間、全 192 回の連載を数え、3 年間の中断を挟んで（そ
の間、『濱田滋郎鑑賞術』を連載）、2013 年 4 月号（第 590 号）からは『Jiro's Bar』とタイトルを変えて再開、『濱田滋郎対
談／ Jiro's Bar』は常に本誌を代表する名物コーナーであった。錚々たる面々が顔を揃えた著名ゲストも「濱田先生との対談
であれば、ぜひ！」と、いずれも快く出演を引き受けてくださったものだった。
　『Jiro's Bar』も間もなく 100 回を迎え、「100 回記念のゲストはどなたにしましょうか？」と楽しみな相談もしていたのだ
が……図らずも今回の対談が最終回となってしまった。
　逝去の前週に収録した『Jiro's Bar』では、いつもとお変わりなくゲストと談笑されている。本追悼特集では、最後となる

『濱田滋郎対談』の他、対談ゲスト一覧、貴重な濱田氏の編曲作品、そして有縁のギタリスト諸氏から寄せられた追悼の言
葉を掲載し、大恩ある先生への弔意を表したい。また、限られた紙幅ゆえ、追悼文については数名の方のみの掲載となっ
たことをお詫び申し上げたい。
　……濱田滋郎先生、  本当にありがとうございました。さようなら……

（月刊『現代ギター』編集長：渡邊弘文、副編集長：安藤政利、前編集長：中里精一）
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──先日の Hakuju Hall でのリクライニング・コンサ
ート（2 月 25 日）を聴かせて頂きましたが、非常に
素晴らしかったですね。
LEO（以下、L）　ありがとうございます。
──あの日はバッハの無伴奏ヴァイオリン・パルティ
ータ第 2 番〈アルマンド〉を弾いていらっしゃいまし
たが、第 2 番は全曲お弾きになりますか？　〈シャコ
ンヌ〉も？
L　〈シャコンヌ〉はまだですね。今回、新しいアルバ
ムに〈アルマンド〉を収録したのですが、いずれは〈シ
ャコンヌ〉を含めて全曲演奏させて頂きたいと思って
います。バッハの作品は箏で弾くには難しいですが、
とてもやりがいがあります。
── LEO さんは東京藝大に通われていらっしゃると
お聞きしましたが。
L　はい。この春に邦楽科での勉強に一区切りがつき

ます。
── LEO さんの大学の先輩で、みやざきみえこさん
という筝曲家が、《ゴルドベルク変奏曲》を全曲演奏
した CD を出されましたね。LEO さんは《ゴルドベル
ク変奏曲》の演奏を考えたことはありますか？
L　挑戦してみたいとは思いますが、あれは大曲です
ので、全曲やるとなるとなかなか大変ですね（笑）。箏
だけで弾くとなりますと、アレンジも必要になってき
ますし。
──大学では八橋検校〈みだれ〉などの日本の古典作
品をしっかりと学ばれたと思いますが、その上で、ご
自身がバッハなどのクラシック作品を演奏したり、録
音することをどのように感じていらっしゃいますか？
L　（クラシック作品の演奏に対して）箏という楽器の
良さを最大限に発揮するにはどうしたらいいか、とい
うことを常に考えています。箏の音色でクラシックを

No.962021 年 3 月17 日
日本コロムビア
写真  池上直哉
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LEO
1998 年横浜生まれ。本名・今野玲央。9 歳から箏を始める。音
楽講師であり箏曲家のカーティス・パターソン氏の指導を受け、
のちに箏曲家、沢井一恵氏に師事。16 歳でくまもと全国邦楽コ
ンクール史上最年少 最優秀賞・文部科学大臣賞受賞。一躍脚光
を浴び、2017 年 19 歳でメジャーデビュー。MBS ドキュメンタ
リー番組『情熱大陸』、テレビ朝日『題名のない音楽会』『徹子
の部屋』など多くのメディアに出演。
井上道義、秋山和慶、沖澤のどかをはじめとした指揮者や東京
フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団、神奈川フィルハ
ーモニー管弦楽団と共演しソリストを務める。2021 年 4 月には
藤倉 大委嘱新作の箏協奏曲を鈴木優人指揮・読売日本交響楽団
との共演で世界初演することが決定している。
2019 年出光音楽賞、神奈川文化賞未来賞受賞。現在、沢井箏曲
院講師。東京藝術大学在学中。芸術を受け継ぎながら、箏の新
たな魅力を追及する若き実力者として注目と期待が寄せられて
いる。

オフィシャルサイト https://leokonno.com 
公式 Twitter https://twitter.com/LeonoKoto 
LEO 公式 YouTube チャンネル 
https://www.youtube.com/channel/UC5i5PySbx2DmNaSKRBlaqPQ 

（箏アーティスト）
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濱田滋郎 編曲譜

◆濱田滋郎氏の編曲作品 ――――――――――――――
　ギターをこよなく愛した濱田滋郎氏は、その自著の中
で『ギターのための編曲を試みるのが、おもしろくてた
まらない』と述べておられるように、編曲にも意欲的で
あった。「あくまで個人の楽しみ」と謙遜されていたが、
1980 年頃からは手掛けた作品数も増え、グラナドスのピ
アノ組曲《若き日の物語》全曲のギター編曲版もこの頃
に出版されている（現在は絶版）。
　碩学・濱田氏らしく、取り上げられた作品は、ピアノ曲、
ヴァイオリン曲、歌曲と多岐にわたり、時代や国も様々
である。『根が“甘党”なのでロマンティックな作品が
多い』とも述べておられる。
　本項では、現代ギター編集部に遺された濱田滋郎編曲
作品の中から、カルデナス〈フロール〉とショパン〈ワ
ルツ第 19 番イ短調・遺作〉という 2 つの小品を掲載する。
　〈フロール（花）〉は、20 世紀初頭に活躍したメキシコ
の作曲家・歌手・ギタリストであったグディ・カルデナ
スの歌謡作品。編曲譜は、2012 年 2 月 24 日に現代ギター
社主催で行なわれた濱田滋郎氏の喜寿祝賀会で、来賓に
プレゼントとして配られたもので、濱田氏自らが演奏も
披露した。
　〈ワルツ第 19 番イ短調・遺作〉は、ショパンがピアノ
を教えていたシャルロット・ド・ロチルド（ロスチャイ
ルド）夫人のために 1843 ～ 48 年の間に作曲したと推測
されるピアノ曲。楽譜はシャルロットが所蔵し、ショパ
ンの没後に彼女の作品と称して出版されたが、20 世紀初
頭に原譜がロスチャイルド家からパリ国立音楽院に寄贈
されショパンの作品と特定された。
　ワルツ作品の通し番号で第 19 番とされるが、愛称の
類もない遺作ということもあって、ショパン作品の中で
も目立たず殆ど顧みられることのない小品であるが、そ
こはかとなく哀愁を帯びた可憐なメロディーや前打音の
響きも美しく、まさにギターに打って付けの曲で、これ
に着目した濱田氏の慧眼には脱帽するしかない。言われ
てみればタレガにも通じる趣きもあり、確かにこれは“ギ
ターのための曲”である。格好のアンコール・ピースた
り得る佳曲として、ぜひ愛奏願いたい。
　以下に、濱田滋郎氏による 2 作品の解説を掲載する。

◆カルデナス／フロール（花）―――――――――――
　グディ・カルデナス（本名アウグスト・カルデナス・
ピネーロ：1905-32）は、メキシコが生んだ最も天才的な
歌謡作家の一人として名を残しています。
　自らギターの弾き歌いで自作曲を歌った彼は非常な人
気をかちえ、アメリカ合衆国に赴いて時のフーヴァー大

統領の前で歌ったこともありました。
　カルデナスはユカタン半島の出身で、祖先である先住
民族マヤ族に捧げた歌として名高い〈マヤブの旅人〉〈ユ
カルぺテン〉など、あるいは〈ヌンカ（決して）〉〈ウン・
ラジート・デ・ソル（ひとすじの陽光）〉〈ゴンドリーナ・
ビアヘーラ（旅ゆくツバメ）〉、そして、この〈フロール

（花）〉などの美しい抒情歌謡は、まさしく永遠のヒット
作だと言えましょう。
　カルデナスが、アメリカ滞在中に喧嘩沙汰に巻き込ま
れてピストルの弾丸を受け、僅か 27 歳の命を散らして
しまったことは惜しまれてなりません。
　亡くなった女性に寄せる哀歌〈フロール〉は、一般に
はカルデナス自身の体験による作品と思われています
が、実はベネズエラの詩人フアン・アントニオ・ペレス・
ボナルデが、早世した愛娘のことを歌った詩に基づいて
いる、というのが真相のようです。
　いずれにしても美しい歌なので、すこぶるロマン
ティックな趣きのギター曲に編んでみました。ト長調⑥
＝ D の調弦を活かし、少し変わった低音の活かし方を試
みましたが、これにより独特な雰囲気が生まれたように
思います。（濱田滋郎）

…………………………………………………………………
Flor 　　　　　　　　　　　フロール

…………………………………………………………………
（濱田滋郎訳）

◆ショパン／ワルツ第 19 番イ短調・遺作――――――
　ショパンの〈ワルツ・イ短調〉は、彼が生前なんらか
の理由で出版せず、作品番号もない“遺作”です。クラ
ウディオ・アラウ * のレコードで、この曲を知り心惹か
れた私は、原調のまま、工夫すればギターでも弾ける曲
だと気づき、ある日、譜に書いてみました。
　「タレガみたいだね」と言ってくれたのは、誰だった
でしょう？（「ダ

・ ・ ・

レカ」の聞き間違いかも ?）  （濱田滋郎）
* チリ出身の名ピアニスト（1903-91）

1. カルデナス／フロール（花）　2. ショパン／ワルツ第 19 番イ短調・遺作

Flor se llamba, flor era ella,
Flor de los bosques en una palma,
Flor de los cielos en una estrella.
Flor de mi vida, flor de mi alma.

Murió de pronto mi flor querïda,
erré el sendero, perdí la calma.
Y para siempre quedó mi vida.
Sin una estrella, sin una palma.

（Guty Cárdenas）

花という名だった 彼女は花だった

森の中では棕櫚椰子の花

空を見上げれば星の花

わたしの命の花、魂の花

いとしい花は突然に散ってしまい

わたしは径に迷い平安を失った

そしてもう永遠にわたしの人生には

星もなく、棕櫚椰子の花もないのだ

（グディ・カルデナス）
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Gendai Guitar　129  

❶オスカー・キレゾッティがリュート・
タブラチュアから五線譜に移曲した「16
世紀のリュート小品集」全 99 曲のうち、
今月は第 77 番、第 78 番、第 79 番を掲
載する。
　第 77 番〈Courante〉。クーラントは後
期ルネサンスからバロックにかけて盛ん
になった 3 拍子の舞曲。
　第 78 番〈Volte〉。ヴォルタは付点を伴
う 3 拍子の舞曲でワルツの元になったと
いう説もある。男女が組になって踊り、
男性が女性を抱えて持ち上げる舞曲だっ
たようだ。
　第 79 番〈Passo mezzo moderno in semitono〉
は直訳すると「半音階による新しいパッ
ソ・メッゾ」とすべきか。パッソ・メッ
ゾ・モデルノはルネサンスから初期バロ
ックにかけて流行した和声進行の定型。

（編集部）

❷ラモーの歌劇『優雅なインドの国々』
の中の〈未開人の踊り〉は世俗的なメロ
ディーが使われており、一度耳にすると
頭から離れない独特の魅力を持ってい
る。当時、ヨーロッパ以外の国はみんな

「インド」と呼んでいたようである。デ

ュカスを始め多くの作曲家・編曲家がい
ろいろな楽器編成で編曲を試みている。
歌劇の第 4 アントレ『未開人』の中に納
められ、〈リトルネッロ〉〈未開人の踊り〉

〈シャコンヌ〉のみが器楽だけで演奏さ
れる。　　　　　　　　　　　（柴田 健）

❸シューマン作曲ピアノ小品集『子供の
情景』は全 13 曲の珠玉の小品より成っ
ていますが、その中で特にギター二重奏
に適していると思われる 5 曲を組曲のよ
うに並べ編曲しました。原曲の魅力をで
きるだけそのままに、しかもギターの 2
つのパートどちらもが易しく美しく弾け
るよう心掛けました。
　今回は、4 月号の第 1 曲〈見知らぬ国〉
に続く 2 曲目と 3 曲目です。
　〈不思議なお話〉：リズミカルで躍動的
な曲調で始まるが、そのあと長いフレー
ズの優しい旋律が続く。交互に出てくる
2 つの部分の対比が楽しい。
　〈トロイメライ〉（夢）：シューマンの
ピアノ曲の中で最も有名な曲の一つ。4
小節から成る旋律が多少変化しながら 8
回繰り返されるだけの短い曲であるが、
複雑な和音進行、美しい対旋律がからみ

合い、シューマン独特の幻想的な音楽世
界を存分に味わうことができる。

（長谷川雅子）

❹〈アラビア風セレナータ〉はイサーク・
アルベニス（1860-1909）のピアノ独奏曲。
1883 年に作曲された初期作品であり原
調はイ短調、アルベニス作品に多い三部
形式で書かれている。
　編曲者のセベリーノ・ガルシア・フォ
ルテア博士（1854-1931）はスペイン・
バレンシア地方のシエテ・アグアスに生
まれバルセロナで没した。バルセロナ大
学で医学を学び博士号を取得、軍役にも
従事し歩兵隊大尉も務めたという。大学
在学中にギタリストのマジン・アレグレ

（c1840-c1904）に師事、その後、フリアン・
アルカスやアントニオ・カーノ、フラン
シスコ・タレガにも師事した。アマチュ
アのギタリストとして活動し、ギターの
ための編曲を約 30 曲出版している。
　ガルシア・フォルテアは調性をホ短調
とし、原曲をほぼ忠実にギター独奏用に
置き換えているが、印象的な 3 連符の連
なりと非常に美しいメロディーを持つ、
知られざる佳曲である。　　　（編集部）

今月の楽譜
APPENDED MUSIC

❶キレゾッティ（山田 岳 校訂・運指）／ 16 世紀のリュート小品集より
Oscar Chilesotti / Gaku Yamada：Da Un Codice del Cinquecento

(Transcriptions for lute or guitar, from a 16th century lute manuscript)

❷ラモー（柴田 健 編曲）／未開人の踊り
～組曲『優雅なインドの国々』より～

Jean-Philippe Rameau / Kén Shibata：Des Sauvages en Rondeau
Les Indes Galantes

❸シューマン（長谷川雅子 編曲・小川和隆 校訂）／不思議なお話、トロイメライ  ※ ギター二重奏

～『子供の情景』より～
Robert Schumann / Masako Hasegawa：Kuriose Geschichte, Träumerei

Kinderszenen Op.15

❹アルベニス（ガルシア・フォルテア編曲）／アラビア風セレナータ
Isaac Albéniz / Garcia Fortea：Serenata Arabe
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