
 　―現役引退後の作曲生活―

小菅章雄―兄の死―
　　　　兄が逝く紅梅悲し二月雨

　平成21年2月19日（木）午後1時30分、兄章雄が入院先の病
院で死去した。平成20年（2008）年5月に脳梗塞で入院、左
半身不自由になっていた。当然酒の飲み過ぎだ。兄は酒を飲
むと正体不明になった。食道癌は刺激の強いウイスキーを毎
晩飲んだからであり、脳梗塞もウイスキーで血管がボロボロ
になったからだ。58歳で死去した父より長生きしたが、74歳

はまだ早い。

小菅章雄(1934～2009)略歴
1959　日本美術展覧会初入選

1963　東京銀座文藝春秋画廊にて第一回個展開催
1967　光風会推挙

1976　銀座アートギャラリーにて個展開催
1983　日本美術展覧会特選受賞

1984　文化庁主催第18回現代美術選抜展に出品
1991　日本美術展覧会特選受賞

1992　文化庁主催第26回現代美術選抜展に出品
1994　光風会会員・評議員、日本美術展覧会委

　　　 嘱作家、埼玉県美術展覧会運営委員
2009　2月19日脳梗塞で死去。74歳。

 

 
　　　第95回記念光風会展―アトリエにて―

 
　　　　　　　　　ニューヨーク市にて

　　　　　 待望の「唐詩選」
　　　　昨日、弟の久雄から平成23年7月27日（水
）メールで右の写真が送られてきた。
　　　　こんにちは。6年を掛けてまとめて来ました
。
　　　　「王鐸書法による集字唐詩選」も、やっと
出来上がり本日届きました。写真を添付します。
　　　次回は、王鐸の辞書を発刊を予定していま
す。何時になるか解りませんが、まだまだやり残
した仕事があるようです。
　　　よろしく。　　　小菅鶴邨

　　小菅隺邨　様
　　　待望の「唐詩選」の完成おめでとうございま
す。
　　　私も一部手元におきたいので、注文の方法
をご連絡下さい。
　　　次は「王鐸の辞書」ですか。
　　　根を詰めると身体に触る年齢になってきて
います。
　　　頑張りは無用にして、その日の疲れを感じ
たら明日に回す方が、かえって能率・効率的です
。
　　　亀や牛の如く進むのでも、いずれ完成する
と思います。命あってのものだね。お互い長寿を
心がけ　ましょう。　泰雄

 

 

 小菅鶴邨の作品

 

 

 

　小菅秩嶺作品展を見に、久しぶりに秩
父に帰省しました。亡父小菅秩嶺は昭和
期の秩父の書家、昭和33年日本美術展
覧会で特選苞竹賞受賞を中心に昭和
24年から10回連続入選。特選以後無鑑
査作家でした。
秩父商業高校時代の教え子の門下生か
ら社会人門下生に至るまで、多くの弟子
に囲まれる人格者でもありました。今回
の作品展は、絶筆である陶淵明詩「歓農
」
や「般若心経」（小鹿野町鳳林寺に奉納）
をはじめ、見応えある作品が展示されて
おります。
秩嶺の書風は、楷書をはじめ・行書・調
和体・仮名と幅が広く、見る者の心が洗
われてくるように思われます。このことこ
そが没後50年経った今でも多くのファン
の引きつけてやまない所以でありましょう
。秩父の夏雲が近くに感じられる一日で
した。

 

   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小菅泰雄ホームページ　http://www17.plala.or.jp/so-kosuge5/



 

 ― 2010年以降の それから ―

　　　　　　　　タ イ ト ル  開 催 日  　　　コ ン サ ー ト 名  　会　場 

現代能歌劇「杜若」一幕二場  2010.12.1  第28回グループ「蒼」新作演奏会  旧奏楽堂 

 現代能歌劇「夕顔」二幕 四場 2011.11.2  第29回グループ「蒼」新作演奏会 旧奏楽堂 

歌曲「いいわ」－四季歌－山中茉莉詩 2011.9.29 第44回詩と音楽の会    津田ホール

　グループ「蒼」新作演奏会の演奏者
　グループ「蒼」新作演奏会のに出演していただく演奏者は、皆さん若い方々を中心にお願いしている。詩と音楽の会のソプラノの方も若い方で、日本語の
発音についてレッスンの先生に質問したら「言葉が明確であることは、最も基本的なことだ」だと答えられたと言われたとか。
若い方々は新作発表に前向きに取り組む姿勢がいい。一般的に年配の方々は、自尊心が高く、作品に取り組む姿勢に保守的傾向が見えて、作曲者との
相談に応じにくいところが少なからず出てくる。
それでグループ」「蒼」では、おおむねお若い方々に演奏をお願いしてきている。

　小菅泰雄の黄金比作曲法はむずかしい？
　私の曲は、皆が「むずかしい」という。実際が「そうなのだ」と思う。黄金比作曲法で作っているわけであるが、
①音階のテトラ・コードを同じものを二つ重ねるのでなく、一つ目と二つ目を別のテトラ・コードを使っていること。
②主要三和音の抽出方法が異なること。
③転調が7小節と11小節毎に規則的に行われていること。
このように慣れてしまえば当たり前のことになるのだが、慣れるまでに時間がかかり、この時間の中で私の曲は「むずかしい」と感じてしまわれる。
　そこで私は演奏してくださる方々に、新作楽譜に添えて、Finale音源による「サンプルCD」をお渡しして、音楽理解の参考にして頂いている。
このサンプルＣＤを有効に活用してくださる方々は、曲の飲み込みが早いが、楽譜だけで理解しようとされる方は、飲み込みが遅いばかりでなく、
本番で失敗する確率が高い。
楽譜だけで覚えようとする方々は、かたくなに、楽譜にのみ固執して、いたずらに音楽理解をおくらせる。
このようなことから考えて、黄金比音楽には「黄金比の音楽学習メソード」が必要であることは事実のようである。小菅泰雄プライベーと・ホーム
ページ中の「私の黄金比作曲法」の２．黄金比作曲法の解明の５．音楽感覚トレーニンクの中で、教材を試作しているのでご覧頂きたい。

 

　　　　　　 タ イ ト ル  　開 催 日  　　　　　　　コ ン サ ー ト 名  　 会　場 

現代能歌劇「井筒」一幕二場  2012.11.30   創立30周年記念グループ「蒼」新作演奏会  旧奏楽堂  

歌曲「風のように」岩城健詩  2012.10.4 第45回詩と音楽の会 津田ホール

　名取吾朗氏を偲ぶ ―創立30周年グループ「蒼」新作演奏会のプログラム添付資料「蒼マガジン」から―
　名取吾朗氏の訃報が届いたとき、弟子にして頂いてから1年も経っていませんでした。７０歳でご逝去され、墓標には奥様の手で「蒼」の文字が刻まれてお
ります。「作曲家は自身の作品を残さなければダメだ。そのためには新作を作って発表することだ」とおっしゃって、グループ「蒼」を創設されました。
「私の曲は他の人の曲とは違う。名取吾朗の特徴がある。次に何が来るのか、予想できないような曲を書きなさい。手に汗握るような、聴く人を驚かせるような曲
を書きなさい。楽器の演奏技。ご自身の才能に確たる自信を持ち、芸術表現に独自の姿勢を貫いていらっしゃいました。
グループ「蒼」は現代音楽作曲グループであること、演奏形態が合意に基づいて特定されること以外、エコールや作風に対する制約は一切ありません。
グループ「蒼」は新作を書き下ろし発表する絶好の場であるわけです。
　名取吾朗先生は、よくお酒を嗜まれました。作曲家には珍しく、お酒の席で周囲の人たちを楽しくしてくれるバランスの取れた人格者でもありました。
私が埼玉県吹奏楽連盟の副理事長時代、名取吾朗氏が吹奏楽コンクールの審査で埼玉を訪れました。審査が終わった夜に名取吾朗氏と二人だけでお酒を
酌み交わし、作曲の話になり、名取吾朗先生の弟子にして頂きました。ご自身の死期が近いことを自覚していらっしゃったのでしょうか。
今にして思えば吹奏楽界のご自身のお立場のすべてを、小菅に置き換えようとなさっていらっしゃったのでしょうか。当時の私は埼玉県立春日部高校現役教師で
あり、各方面にわたり仕事は過酷を極めておりました。その上名取吾朗氏の後釜に座るなど畏れ多く、分不相応で、どんなに名取吾朗先生がおしゃられてもお断り
せざるを得ませんでした。名取先生は怒りを露わにされ、「作曲家名取吾朗の跡継ぎはお前ではない！」。今になってそのことが、親を亡くしたときの子供のように
悔やまれてなりません。
お亡くなりになるとは思ってもいないでお見舞いに伺ったとき、「いろいろなことを考えてるんだよ」と漏らされました。お仕事半ばでのご病気でありましたから。
戦役でずたずたにされたお身体を健康に戻すこと叶わず、70歳の生涯を閉じられました。晩年に創設されたグループ「蒼」は、今回30周年記念新作演奏会を迎
えます。

 

　　　　　　　　　　　タ イ ト ル  　開 催 日  　　　　コ ン サ ー ト 名  　　　　　　　　　会　場 

 現代能歌劇「葵上」第一・二幕（第一幕抜粋）  2014.4.27  葵の会第50回記念定期演奏会  彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール

ピアノ五重奏曲「葵上」  2013.10.23  第31回グループ「蒼」   すみだトリフォニーホール小ホール

 歌曲「昔のまんまの春と秋」岩城健詩 2013.9.30   第46回詩と音楽の会  東京文化会館小ホール

　源氏物語の感想
　源氏物語の感想を述べるこのなど、おこがましい。いろいろな方々が源氏物語について書いておられるが、往々にして紫式部や光源氏の人物像に触れている程
度のように思われる。私が源氏物語「葵」、「「賢木」の作曲・新作発表してから何年かが過ぎた今、ようやくこの物語について一言しなくてはならない時がきた。
貴族社会の中の光源氏の格調の高さと無謀さ。平安時代の慣わしを、現代社会の風潮との同一視は、一概にできないが、言ってしまえばメロ・ドラマの主人公の如き
人間性が鼻につく。
紫式部が源氏物語にちりばめた和歌は、私の言語能力では表現できないくらい格調高く気品にあふれている。それに比べて光源氏の行動パターンは、誰の目から
見ても一方的であり短絡的であって、野性的行動とさえ思われる。この行動が大方の平安時代男性の行動パターンであるとしたならば、複雑になった現代社会の中
で生きる男達にとって、光源氏の野性的行動に感じる思慮の希薄さは、平安時代と現代社会の狭間の中に生まれている格差なのかも知れないとも思う。
主人公光源氏の心の中を、もっと覗いてみたいように思う。

　　　　　　　　タ イ ト ル  開 催 日  　　　　　コ ン サ － ト 名  　　　　　　　　　　　　会　場 

金管五重奏のためのシンメトリア 2014.12.9 第32回グループ「蒼」新作演奏会  すみだトリフォニーホール小ホール 

詩曲「月夜幻想」岩城健詩 2014.9.30  第4７回詩と音楽の会  渋谷区総合文化センター大和田 伝承ホール

 　小菅泰雄のシンメトリア
Symmetria（シンメトリア）は古代に考案された空間造形で周知の概念です。
空間造形のシンメトリーを「時間造形のシンメトリー」に応用することで「定められた時間経過の中」に「新鮮な形式感」が
生まれるのではないかと考え、客観的にそうなることを期待しつつ、このタイトルを設定しました。  

 
　　　 　シンメトリアの楽式を表した図形

　　　　　　　　　　　タ イ ト ル  　開 催 日  　　　　　コ ン サ ー ト 名  　　　　　　　　　会　場 

 現代能歌劇「野宮」第一場「野宮の旧蹟」  2015.12.3  第33回グループ「蒼」新作演奏会  すみだトリフォニーホール小ホール 

 現代能歌劇「葵上」第二幕第二場「結び文」 2015.4.26  葵の会第51回定期演奏会  埼玉会館小ホール 

歌曲「鼓動」山口紀代子詩  2015.9.3  第48回詩と音楽の会   東京文化会館小ホール

七夕―HarpSsolo―
Simmetria―for viola―

2016.11.29  第34回グループ「蒼」新作演奏会 すみだトリフォニーホール小ホール 

現代能歌劇「野宮」第二場「幽玄」  2016.4.23   葵の会第52回定期演奏会 彩の国さいたま芸術劇場音楽ホー 

 歌曲「きふちょうの」印南長子詩 2016.9.28   第49回詩と音楽の会  東京文化会館小ホール

 　第34回グループ「蒼」新作演奏会プログラムの新作コメントより
　七夕―ハープ・ソロ―
　7月7日の七夕が近づいた頃に、五色の短冊に願いごとを書いて、竹に結びつけ飾った経験は、どなたもお持ちもことでことでしょう。7月7日の夜に織り姫と彦星が
天の川をわたって会うのだ聞いて、七夕の晩は、雨が降らないようにと誰もがお願いしたことがあるだろうと思います。この七夕の慣わしは、日本人ならどなた知って
いることでしょう。このことから第34回グループ「蒼」新作演奏会の二曲目独奏曲のタイトルを「七夕」と致しました。以下は楽譜に記載されている音楽を説明するコメ
ントです。
序奏：たくさんの星がきらめく天の世界に。天女：七夕という天女がおりました。七夕は地上におり立ち遊んでおりました。七夕は楽しく踊り、快活に走って遊びました。
七夕は機織りが上手で、雲錦という美しい布を織りました。牽牛：地上に牽牛という若者がありました。牛を牽いた牽牛が、畑からの帰りに、美しい羽衣が木にかけて
あるのを見つけました。奪う：牽牛はその羽衣をどうしても欲しくなり、家に持って帰り天井に隠してしまいした。悲しみ：七夕は天に帰れなくなったので、地上をさまよ
いました。そして牽牛と出会い、一緒に暮らしました。七夕は地上の暮らしに慣れました。羽衣：ある日七夕は天井にある羽衣を見つけてしまいました。わらじ千足：
七夕は牽牛に「わらじ」を千足作って竹の根元に埋めるように言いました。そして羽衣をまとい、天に帰っていきました。牽牛は七夕が昇天したので悲しみにくれました。
牽牛は七夕が昇天したので悲しみにくれました。わらじ千足づくり：でも七夕に言われたとおり、牽牛はわらじを毎日せっせと編み続けました。そして千足作り終えて竹
の根元にうめました。
天界へ：すると竹の子が出てきて、天に向かって伸びていきました。牽牛はその竹をどんどん登って「たなばた－」と呼びました。牽牛の声に気づいた七夕は、手を伸
ばして天に引き上げました。瓜畑：七夕のお父さんは「牽牛、瓜畑の番をしなさい」と言いつけました。牽牛は瓜畑がとても暑いので、喉が渇きました。そして、暑いの
で、瓜にかぶりつきました。瓜から水が：すると瓜からたくさんの水があふれ出しました。水の放流。天の川：あふれ出した水の流れは天の川になりました。七夕姫：七
夕は牽牛に会いに天の川をわたっていきます。牽牛：牽牛も七夕に会いに天の川をわたっていきます。再会：二人は再び天の川の真ん中で会うことができました。

　 Simmetria―for viola―
　空間造形のシンメトリー（対称）を時間造形のシンメトリー（対称）への応用によって、定められた時間経過の中に、新鮮な「形式感」が生まれるのではないかという
仮説を立てて、客観的にそうなることを期待しながら作曲致しました。
　古今東西の造形デザインは、対称的なデザインが大変多いように感じます。例えばギリシャのアクロポリスの丘に立つパルテノン神殿をはじめとする建築物のデザ
インにも左右対称的なデザインが大変多くみられます。極端な言い方をするなれば、人間が形作った造形はみな、上下や左右に、二つに分けることができて、しかも
対称的であると思いませんか。このように「対称」という造形概念は、人間の本性と直結しているか、又はこの造形概念は本能体系の一つではないだろうかとさえ思え
てきます。
　このシンメトリー（対称）は、音楽の歴史上では、今日に至るまで音楽の形式（楽式）に取り入れられた史実は見当たらないのではないかと思われます。そこで今回、
第34回グループ「蒼」新作演奏会―ソロの地平―において、小菅泰雄作曲「シンメトリア」―無伴奏ヴィオラのための―を新作発表いたします。この曲は「シンメトリア」
新作発表の10作品目にあたります。　symシュン(συν）とはギリシャ語・ラテン語で「共に 同じ」という意味で、metoriaメトロン（μετρον）は「測られた 計る」とい
うような意味だそうです。

この頃新作発表した作品

 
　「七夕」－ハープ・ソロ－高野麗音

　 

 
　　　　　　　 simmetria　高橋　梓

 　歌劇のプログラム掲載原稿を二つ
　歌劇「つゆ」―葵の会定期演奏会プログラム、曲目解説より―　
　物語は初代三遊亭圓朝作「牡丹灯籠」中の、冒頭の物語です。その「牡丹灯籠」冒頭物語の中の、つゆと新三郎の出会いだけを抽出し、歌劇台本を作成し
ました。作曲にあたって心がけたことは第一に、日本語会話のイントネーションを100％音楽に生かすこと。第二に、三味線音楽の特色を採り入れること。



　　　　タ イ ト ル  　開 催 日  　　　　　　　　コ ン サ ー ト 名  　　　　　　　　　会　場 

歌劇「つゆ」一幕   2017.4.15 葵の会第53回定期演奏会  埼玉会館小ホール 

歌劇「なつ」一幕二場   2017.11.30 創立35周年グループ「蒼」新作演奏会  すみだトリフォニーホール小ホール 

ました。作曲にあたって心がけたことは第一に、日本語会話のイントネーションを100％音楽に生かすこと。第二に、三味線音楽の特色を採り入れること。
第三に、黄金比作曲法で作品全体の統一感をはかることです。初演にあたり、演奏してくださる５人の方々、またお聴きくださる会場の皆様に心から感謝申し
あげます。
　歌劇「なつ」―グループ「蒼」創立35周年記念新作演奏会プログラム新作コメントより―
　私の作品づくりは黄金比をベースにした作曲法でおこなっています。
作曲分野は、一つ目は、主にタイトルを「シンメトリア」と名付けた絶対音楽の作曲と、二つ目は聴衆に語りかける『物語』を前面に押し出した歌劇・能歌劇の
分野で作曲を進めています。歌劇・能歌劇の分野では平安時代の源氏物語、室町時代の『能の台本』をベースにして、どのような題材なら聴衆が受け入れて
くれるのかを考えて進めています。（以下省略）

 　　　　　　　　 喜寿のお祝いに大きな花束を頂いた

 
　　　　　　　　　　　この花は
同じく和楽路会から「古稀祝い」に頂いたもの

　

　

 

2017年7月1日。
　三年間担任し、卒業させたクラス「和楽路会」有志に春日部

市料亭で「喜寿」を祝ってもらいました。
酔って正体不明で帰宅したので、大きくて美しい花束が二つ

に分けて飾ってありました。（写真左）
右の胡蝶蘭は「古希祝い」に

同じく和楽路会の皆さんからいただいたものです。

　　2007年創立25周年グループ「蒼」
　　　大和撫子の恋

　　　 

 

　　2008年第26回グループ「蒼」
　　現代能歌劇「ゆや」

 

　　2008年第26回グループ「蒼」
　　　　現代能歌劇「ゆや」

 

　　　２009年第27回グループ「蒼」
　　　　　現代能歌劇「松風」

 

010年第28回グループ「蒼」
　現代能歌劇「杜若」

　　　　　　

　2011年第29回グループ「蒼」
　現代能歌劇「夕顔」

　　2011年第29回グループ「蒼」
　　　現代能歌劇「夕顔」

 

　2012年創立30周年グループ「蒼」
　　　現代能歌劇「井筒」

　　　　　　　　　

 　2013年第31回グループ「蒼」
　ピアノ五重奏曲「葵上」 

　　　　　

　2014年第32回グループ「蒼」
　　金管楽器のためのシンメトリア

 

　2015年第33回グループ「蒼」
　現代能歌劇「野宮」

 

　　　2016年第34回グループ「蒼」
　　　Simmetria―for viola solo

　　2016年グループ「蒼」
　　「七夕」―ハープ・ソロ―

 

　2017年創立35周年記念グループ「蒼」
　歌劇「なつ」

 

　　2017年創立35周年記念グループ「蒼」
　　　歌劇「なつ」

 

    

　2007年から2017年　グループ「蒼」ステージにおけるポートレート―現代能歌劇を中心に―

 

 2018年8月15日（水）秩父へ帰省しました



 

東武線の羽生駅で乗り換えて、秩父に帰
省しました。
山なみに沿うよう雲がわき出ている風景
を写生会で
小学生の頃によく描きました。
両親と実家の嫁さんに線香をあげて小鹿
野町にある
お墓へ詣でました車で行くと後ろから雷雨
が追いかけて
きます追いつかれたり、急に雨が止んだ
りしながら墓参
済ませました
秩父は雲が近いです。春日部の空とまっ
たく違って
幼い頃に見慣れた、真夏の空がそこにあ
りました。

第41回硯心会展
2018年8月5日～8日　埼玉会館

　小菅鶴邨の出品作
左：李白詩・王維詩　二作品

右：和歌四首（新古今集より） 


