


京都市交響楽団×藤野可織 オーケストラストーリーコンサート「ねむらないひめ

たち」にご来場いただき、誠にありがとうございます。本日は、緊急事態宣言発

令による、4月25日から5月31日までの休館を経て、2021年度ロームシアター京

都自主公演の幕開けとなります。このような状況下でも、足を運んでくださった

みなさまと一緒にこの日を迎えられましたことを、大変嬉しく思います。

今年度のロームシアター京都の自主事業の全体テーマは、「声」です。とりわけ

音楽事業では、「声」そして「言葉」を象徴するプログラムが並びます。

ロームシアター京都では、京都市交響楽団と共に、さまざまなアーティストやク

リエイターとの協働、ジャンル横断により、オーケストラの新たな魅力を発信す

るシリーズを展開しています。今回は、不穏な日常が伸長した世界を描く作家、

藤野可織がオーケストラコンサートのために新作短編小説を書き下ろすという、

これまでになかった試みに挑戦しました。そして、この小説を川栄李奈の声にの

せてお届けします。文学とクラシックの名曲が交差することで、音楽そのものはも

ちろんのこと、音楽の持つ物語性を引き出し、皆さまを「ねむらないひめたち」の

世界へと誘います。

そして、今回のコンサートには、それぞれの分野で活躍される女性たちが集結して

いることにもご注目ください。小説を手がけた藤野可織をはじめ、指揮には三ツ橋

敬子、朗読には川栄李奈、さらに、コンサートマスターは会田莉凡が務めます。

なお、この短編小説は、文芸誌「新潮」7月号（新潮社）にも掲載されています。

本日のコンサートの余韻とともに、じっくりと小説を味わうのも楽しい体験にな

ることでしょう。

本公演の実現にあたり多大なご支援・ご協力を賜りました日東薬品工業ホールディ

ングス株式会社をはじめとする全ての皆さまに感謝を申し上げます。

ロームシアター京都

ごあいさつ

〈曲目〉

1．ラヴェル：組曲《クープランの墓》より第1曲〈プレリュード〉

2．ストラヴィンスキー：バレエ組曲《カルタ遊び》より（抜粋）

3．ラヴェル：《スペイン狂詩曲》より〈夜への前奏曲〉

4．シベリウス：悲しきワルツ

5．ラヴェル：組曲《クープランの墓》より第2曲〈フォルラーヌ〉

6．サティ（ドビュッシー管弦楽編曲）：《ジムノペディ》第2番

7．ラヴェル：《スペイン狂詩曲》より〈マラゲーニャ〉

8．ドビュッシー：《夜想曲》より〈雲〉

9．ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

指揮：三ツ橋敬子
小説：藤野可織
朗読：川栄李奈
管弦楽：京都市交響楽団（コンサートマスター：会田莉凡）

2021年6月20日（日）14:00開演
ロームシアター京都 メインホール

本編終了後に、三ツ橋敬子・藤野可織・
川栄李奈・会田莉凡によるトークを行います。

＊　
　

本小説は、新潮社発行「新潮」7月号（6月7日発売）に
掲載されています。

＊　
　



三ツ橋敬子  ／ Ke i ko  M i t s u h a s h i

16歳より指揮を学ぶ。東京藝術大学及び同大学院を修了。第10回A.ペド
ロッティ国際指揮者コンクールにて日本人として初めて優勝。第9回A.トス
カニーニ国際指揮者コンクールにて女性初の受賞者として準優勝。2009
年NewsweekJapan誌にて「世界が尊敬する日本人100人」に選出。
2011年には、TBS系列ドキュメンタリー番組「情熱大陸」に取り上げられ
た。2013年第12回齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。

藤野可織  ／ K a o r i  F u j i n o

小説家。1980年京都市生まれ。同志社大学文学部卒業、同大学院美学お
よび芸術学専攻博士課程前期修了。卒業後は、出版社でアルバイトをしな
がら小説を書きはじめる。2006年「いやしい鳥」で第103回文學界新人
賞、2013年「爪と目」で第149回芥川賞、2014年『おはなしして子ちゃん』
で第２回フラウ文芸大賞受賞。近作に、『ピエタとトランジ〈完全版〉』
『来世の記憶』がある。
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京都市交響楽団 ／ City of Kyoto Symphony Orchestra

1956年に創立し、日本で唯一、自治体が設置し、運営に責任を持つオーケストラ。
2015年「第46回サントリー音楽賞」受賞。同年6月ヨーロッパ公演で成功を収め、
2016年は創立60周年記念国内ツアー等を開催し、平成28年度地域文化功労者表
彰を受ける。2017年「第37回音楽クリティック・クラブ賞」本賞等を受賞。2020
年4月からは第13代常任指揮者兼芸術顧問に広上淳一、首席客演指揮者にジョ
ン・アクセルロッドが就任し、文化芸術都市・京都にふさわしい「世界に誇れるオー
ケストラ」として更なる前進を図っている。
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川栄李奈  ／ R i n a  K a w a e i

1995年神奈川県生まれ。映画「恋のしずく」（主演）、NHK大河ドラマ
「いだてん～東京オリムピック噺～」「青天を衝け」、ドラマ「知ってるワ
イフ」、などに出演。映画「きみと、波にのれたら」では主演声優、ディズ
ニーピクサー映画ではヒロイン声優を務めるなど多方面で活躍中。2021
年度後期NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」ヒロインひなた役
が決定している。

会田莉凡  ／  Ribon Aida

桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコース
在学中に第81回日本音楽コンクール第1
位、第6回ルーマニア国際音楽コンクール
第1位ほか多数優勝。ソリストとしてルー
マニア放送管、東響、東京フィルなどと共
演するほか、サイトウキネンオーケスト
ラ、宮崎国際音楽祭に毎年参加。2020年
より京都市交響楽団特別客演コンサート
マスター。



　言葉と音。性質は全く異なれど、なんらかの「物語」を紡ぎ出していく点でそれ
らは似ているかもしれない。そればかりか、紙の上から空気に放たれ世界に投げ出
されたとき―つまり朗読、あるいは演奏という形で―、両者は一層近くなる。いず
れも、発した瞬間に跡形もなく消えてしまうのだから。
　本日のコンサートの核となるのは、幼い姉妹のお話。タイトルからして愛らしい
おとぎの世界を想像するが、実は奇妙な物語だ。なんといっても、2人の遭遇する
出来事が、今私たちの前で起きていることにどこか重なっているように思えてくる
のだ。それだけではない。合間に挿入される音楽も―その多くは今から100年ほど
前に作られたものばかりだが―、話の内容と妙に響き合う。言葉と音が一つになっ
て、まるでデジャヴのように目の前に様々な光景を描き出してくれるのだ。聴いてい
るうちに、なんだか耳の奥がゾワゾワしてくる。

　幕開けを飾るのは、フランスの作曲家、モーリス・ラヴェル(1875-1937)の組曲
《クープランの墓》(1914-17)より第1曲〈プレリュード〉。題名からすればフラン
ス・バロック期の大作曲家、フランソワ・クープランを偲ぶようにも思えるが、ラ
ヴェル自身によれば本作は特定の個人ではなく、当時の音楽全般に対するオマー
ジュとのこと。「墓」を意味するフランス語の「トンボー」も、バロック時代に死者へ
の哀悼を表す器楽作品に使用される用語だった。さらに、この組曲は1. 前奏曲、2. 
フーガ、3. フォルラーヌ、4. リゴードン、5. メヌエット、6. トッカータの6曲からなる
が、いずれも往時の舞曲様式や音楽形式に想を得ている。なお、原曲はピアノ曲
で、ラヴェルはこのうち、1、3、4、5番の4曲を抽出して管弦楽用に編曲を施した。
　どこか危うさを秘めた姉妹の遊びを盛りたてるのは、ロシアの作曲家、イーゴ
リ・ストラヴィンスキー(1882-1971)のバレエ組曲《カルタ遊び》(1936)。「3ラウ
ンドの舞踊曲」と副題にあるように、3番勝負のポーカー・ゲーム、踊り手をカードに
見立ててその様子を表すという実にユニークな作品だ。台本もストラヴィンスキー自
身が手がけているが、実は本人もポーカーに目がなかったというから納得がいく。こ
こではいきなりロッシーニの歌劇《セヴィリアの理髪師》序曲を模したような旋律
が耳に飛び込んでくるが、この場面は第3ラウンドの真っ最中。ゲームが佳境を迎
え、勝負の行方に誰もがハラハラドキドキ、気分が高揚してきた頃だろう。2人の

公演によせて 曲目解説

　オーケストラの演奏と朗読のための小説を書き下ろす、というこの仕事のお話を
いただいたとき、私はとくになにも思いつかなかった。しばらくして、ロームシアター
京都のメインホールを見学させてもらうことになった。やっぱりなにも思いつかない
ままで私は行った。クリスマスの日だった。ロームシアター京都では、職員さんたち
が静かに仕事をしていた。本来ならクリスマスのさまざまな催しでにぎわっている
はずだったが、お客は私ひとりきりだった。
　からっぽのホールのからっぽの舞台に立たせてもらった。舞台は私の住まいより
もずっと広そうだった。ここでならどんなことだってできるだろうと私は思った。実
際、そうだった。ここは舞台なのだ。どんなドラマだって起こりうる。
　私は客席を見た。客席は舞台から見ると今にも雪崩れ落ちてきそうなほどの
急斜面で、見上げても見上げてもまだ上があった。一番上の客席は、4階だった。
私はそこへも上がらせてもらった。4階席はものすごく高かった。私は高いところが
怖いので、一番前の席には及び腰にならないと行けないくらいだった。
　私が「高い」「高すぎません？」「怖っ」「お客さんから怖いっていうご意見とかな
いんですか？」と大騒ぎしているあいだも、誰もいない舞台はしらじらと輝いてなに
かドラマがはじまるのを待っていた。
　小説を書くとき、私はいつも目の前で起こっていることをただただ記録している
つもりになって書いている。でも、この小説を書いているとき、私の目の前にあった
のはなにも起こっていない舞台だった。それはあまりにも胸を打つ、美しい光景
だった。ドラマを繰り広げる誰かはあそこにはいない。その人たちがいるとすれば、
それは観客席だと感じた。それは今、この世界がどうなっていくのか息を殺して見
守るしかない私たちの姿に重なると思った。
　こんなことは本当は童話のねむりひめみたいにみんなで眠ってやり過ごしてしま
いたいけれど、そういうわけにもいかないですね。それに仮に眠れたとして、100年
いい気分で眠っていたのにいきなり知らない人に接吻されあれよあれよという間
に結婚させられるようでは目も当てられません。私たちは眠らずにいて、自分がで
きるだけいいようにされないように自分を見張っていないといけない。
　だから私たちはみんな、ねむらないひめたちです。

藤野可織



「射殺ゲーム」も、遊びとはいえ、徐々に熱を帯びてくるようだ。
　弦楽器が執拗に下行音型を繰り返し始める。ラヴェルの《スペイン狂詩曲》
（1907-08）より〈夜への前奏曲〉である。母親がフランスとスペインにまたがる
バスク地方の出身だったこともあり、スペインに特別の愛着を抱いていた彼は、彼
の地を素材にした作品をいくつも残した。4曲からなるこの《スペイン狂詩曲》で
も、全曲を通じて同地域の民俗舞踊や音楽から取られたリズム、旋律などが様々
な形で織り込まれている。第1曲目となる〈夜への前奏曲〉の場合、冒頭の反復モ
チーフは3拍子で書かれながらも2拍子のように刻まれていくなどリズムが特徴的。
一方で、その下行する旋律線が醸し出す不安定な和音や律動はどこか不気味でも
ある。タイトルにあるように、まさに夜を支配する「眠りの闇」へといざなうようだ。
なお、西洋音楽では「眠り」は「死」と同様、古くからしばしば下行音型で表されて
きた。ここでは物語の行方を暗示するようにも思えてくる。
　ついに姉妹の家にもその時が来たのだろうか？ひっそりと聞こえてくるワルツの
リズムとともに、弦楽器が物悲しいメロディーを奏で始める。フィンランドの作曲
家、ジャン・シベリウス（1865-1957）の《悲しきワルツ》（1903）。シベリウスの
義兄で劇作家のアルヴィド・ヤルネフェルトが書いた戯曲《クオレマ》の劇付随音
楽として作曲された。「クオレマ」とはフィンランド語で「死」を意味する。この《悲
しきワルツ》は、死に瀕した主人公がワルツを踊る場面で演奏されるもの。初演で
好評を得たこともあり、シベリウスはすぐに本作を独立した管弦楽曲に改編。一躍
愛される作品となった。とはいえ、曲のテーマは「死の踊り」。姉妹にとっては何を
意味するのだろうか。

　後半の始まりを告げるのは、オープニングと同じラヴェルの組曲《クープラン
の墓》より第2曲〈フォルラーヌ〉。「フォルラーヌ」はフランスでは18世紀に宮廷
舞曲として流行したもの。古い音楽様式への作曲家の関心がここにもうかがえ
る。一方で、6曲からなるこの《クープランの墓》は、各曲がそれぞれ第一次世界
大戦で戦死したラヴェルの友人たちに捧げられている。いわば、母国のために戦
争で亡くなった人々への哀悼の意として受け止めることもできるのだ。そもそも、
本作の創作が開始されたのは、フランスに戦争の影が忍び寄る1914年7月。愛国
心に篤いラヴェルは、開戦後に志願して従軍したため、曲が完成したのは戦場か
ら帰還した後の1917年であった。華やかな舞曲の調子からは想像できないが、
やはりその背後には死の匂いの感じられる作品でもある。
　どこか聞き覚えのある旋律に、思わず耳を傾けた人も多いのではないだろうか。

フランスの作曲家、エリック・サティ(1866-1925)の《ジムノペディ》より第2番で
ある。いまでは彼の作品の中でも抜群の人気を誇るものだ。1888年にピアノ曲とし
て作曲されたが、その後、サティと親交のあったドビュッシーにより管弦楽へと編曲
された。ただし、ドビュッシーは3曲からなる原曲のうち第1番と第3番を選び、しか
も順序を逆に配置したため、元は第1番であった曲が第2番と表記された。ゆったり
となだらかに続いていく旋律と、さしたる変化のないシンプルな曲調が広く好まれ
る理由でもあろう。それにしても、あまりの平穏さが、逆に様々な想像を駆り立ては
しないだろうか。
　事態が新たな局面を迎えるとともに、コントラバスとチェロによるピッツィカート
の反復音型が耳をついてきた。先に演奏されたラヴェルの《スペイン狂詩曲》より
第2曲〈マラゲーニャ〉。「マラゲーニャ」とは、スペイン・マラガ地方に伝わる舞曲の
こと。異国の香り漂う旋律や打楽器の響宴が華麗に繰り広げられるが、先の〈夜へ
の前奏曲〉を埋め尽くしたあの下行音型が一瞬、甦るとともに、全てが霧のように消
えていく。今しがた目の前で繰り広げられていたものは夢、あるいは幻だったのか。
　高いところに住む姉妹がよく目にしたのが雲。彼女たちが捉えたその色や形の
変化を音で描いたのが、フランスの作曲家クロード・ドビュッシー（1862-1918）。
《夜想曲》(1897-99)の第1曲〈雲〉では、刻々と変わりゆく色彩や光の加減を
様々な音や楽器の組み合わせによって探求していく。弦楽器や木管楽器により絶
え間なく生成される響きの層に、時折挿入されるコーラングレの音（ね）が、時の
移ろいを感じさせる。
　物語の終わりを告げる音楽は、ラヴェルによる《亡き王女のためのパヴァーヌ》
（1910）。「パヴァーヌ」とは16世紀から17世紀にかけて宮廷で人気のあった舞踏
で、2拍子のゆったりとした動きが特徴的。先の《クープランの墓》や《スペイン狂
詩曲》もそうであったが、ラヴェルはこのように舞曲の形式を好んで使用した。
1899年にピアノのための作品として完成させた後、作曲者自身が1910年に管弦楽
用に編曲。なお、示唆的なタイトルは特定の人物や追悼を想定したものではなく、
単にそのフランス語の韻の響きを本人が気に入ったためと言われている。とはい
え、哀切の漂う旋律には郷愁の念を感じずにはいられない。古き良き時代の喪失
を悼むかのようでもある。

能登原由美（音楽学・音楽評論）



だましあいによって醸成される点を忘れがちだ。そして藤野可織は、そこをうまくつ
いてくる作家なのである。リアリズムの自明性にあえてズレを起こすこと。と同時に、
少しの怪異のスバイスを効かせること。こうして語りの可能性を更新していく。
その後に精力的に発表される『おはなしして子ちゃん』、『ドレス』、そして『来世の記
憶』といった短編集は、さながら、藤野流のマジカルな語りのショーケースである。
たとえば「おはなしして子ちゃん」には、「私たち」というマジョリティ性を隠れ蓑に
クラスメイトをいじめる「私」が登場する。あるとき理科準備室にあるホルマリン漬
けの猿の標本に近づいた「私」に、「おはなしして子ちゃん」と名付けたこの子猿は、
〈「お話！　お話！　お話！」「お願い、お話をして」〉と声高に要求するのだ。「話
す-聞く」の関係の不均衡さ、そして聞き手を得る喜びを知った「私」は、読書歴か
ら、自分の不幸な家庭環境までとうとうと語りつづけ、やがて個としての自分を取り
戻していく。
あるいは「ドレス」に登場する「彼」は、恋人の右耳を覆う鈍色の金属に違和感を持
つ。自分の容姿や職業に釣りあう彼女と見定めたるりちゃんの、どうにも解せない一点
がそのアクセサリーの趣味なのだ。ブランドに心酔する彼女を説得可能か。本作は、
他人の目や世間からの価値判断を内在化させがちな現代の私たちに、ユーモアを
もってその呪縛の解き方をしめしてくれるだろう。
ジェンダー問題の主題化にも積極的な作家だが、想像力をふりきるように駆動させ
ながら女性バディものに仕上げたのが、長編の『ピエタとトランジ〈完全版〉』であ
る。女子高生ふたり組が、ホームズとワトソンよろしく、死亡事故や事件に矢継ぎ早
に遭遇し解決にあたる。転校生トランジの天才的な推理力が要だが、ピエタの観察
力も負けていない。ふたりの周囲にどんどん積み上がる死体、猛スピードで流れる
時間。やがてふたりは老女と呼ばれる年齢になる。そして、この最強コンビに終わり
が訪れるとき、女性であることの意味を問われるひとつの出来事が起きるのだ。
〈「あんたならどこにでも行けるでしょう？」私たちは口々に言った〉。若い世代へ
の励ましとシスターフッドの響くラストが美しい小説である。
なにをどう書くか――。こう自らに問わない作家などひとりもいないだろうが、藤野
可織はとりわけ、「なに」と「どう」の変数の組み合わせに意識的であるようだ。従来
のリアリズムの自明性につねに疑義を働かせながら、べつの「現実(リアル)」の手触
りはしっかりと伝えること。常識とされるものの裂け目を見逃さないこと。彼女の目
を借りてこの時代のこの世界をみていたいと読者を魅了しつづける作家、それが藤
野可織というひとだ。

江南亜美子（書評家・京都芸術大学専任講師）

へんてこでファニー、
そしてクレバーな作家について語りうる、２、３の事柄

ポップさと批評性、共感と前衛性がほどよく作品内で混ざり合う藤野可織の小説
たちは、ひとつ食べ出したら止まらなくなるアソートの菓子のようである。言語実験
のようなクールさもあれば、極彩色の悪夢のような幻想性もあり、どれをとってもど
きっとする読み心地が味わえる。切れ味のいい短編から、映画のような奥行きのあ
る長編まで、数多くの作品をものしてきたこの作家の特性を簡潔にあげるなら、語
りの意識化と世界を見る目の透徹さ、となるかもしれない。
2006年、「文學界」新人賞を受賞しデビューとなった『いやしい鳥』から、『パトロ
ネ』、『爪と目』のあたりですでに、技巧をこらした「語り」は、彼女のシグネチャー
となった。芥川賞受賞作『爪と目』は、〈はじめてあなたと関係を持った日、帰り際
になって父は「きみとは結婚できない」と言った〉というセンテンスから始まる。字
義通りにとれば、父親の恋人に対し「あなた」と呼びかけ、ごく私的な内容にふみ
こめるこの語り手はいったい誰なのか、奇妙に感じられるはずだ。それが、年端も
いかぬ幼女とわかり、読者はいよいよ宙ぶらりんな状態に放り出される。
あるいは『パトロネ』。こちらは、同じ大学に通う妹とアパートに同居する「私」が
語り手となる。たんなる不仲な姉妹に見えた日常も、妹が徹底的に「私」を無視
し、妹の髪型や生活態度が目まぐるしく変化するさまが描かれるうち、読者のなか
で、姉としての「私」の姿は揺らぎはじめる。ふいにべつの角度から物語世界が見
えるのぞき穴が与えられたとき、読者は、「私」を姉だとしてきた自分の認識が、語
りのトリックにはまっていたことに気づくのだ。
出来事にあたかも読者自身が対面しているがごとき心持ちを抱かせるために、語り
の違和感をできるだけ消去し、透明化する方向に洗練を極めた小説の形式のこと
を、文学史的には「自然主義的リアリズム」と呼んできた。語りの手つきが透明で
あるほど、読者は登場人物に感情移入や共感をしやすく、物語世界に安定的に没入
できる。近代以降の日本では、多様な語りの形式のうち、この自然主義的リアリズ
ムばかりが幅をきかせてきた。ひとの「内面」を語るのに適していたのもひとつの
理由である。
ところが、自然主義リアリズムに慣れきった読者は、語りが、「騙り」でもあることに
免疫が足りない。小説という場が、じつは書き手と読み手のときに共犯関係、ときに



指揮：三ツ橋敬子
小説：藤野可織
朗読：川栄李奈
管弦楽：京都市交響楽団（コンサートマスター：会田莉凡）

イラスト／宣伝デザイン：三好愛

映像：小西小多郎

制作：長野夏織、山形ゆき（ロームシアター京都）
コーディネート：越前直人

［ロームシアター京都スタッフ］
舞台：山田比呂夫、島村弘之、井上達也、中田舞
照明：西岡宣明、柴田順、大塚咲季、亀井杏寿
音響：土肥昌史、合田洋祐、豊田英介

広報：松本花音、山形ゆき
プログラムディレクター：小倉由佳子
音楽事業担当部長：柴田智靖

企画製作：ロームシアター京都
主催：京都市、ロームシアター京都（公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団）
特別協賛：日東薬品工業ホールディングス株式会社
協力：株式会社 新潮社

今後の公演のご案内

京都市交響楽団×石丸幹二 音楽と詩（ことば）
メンデルスゾーン：「夏の夜の夢」
2021年9月5日（日）14:30開演
ロームシアター京都 メインホール

全席指定　S席6,500円、A席5,500円、B席4,500円  [チケット発売中]

指揮：広上淳一
歌・語り：石丸幹二
歌：鈴木玲奈、高野百合絵
管弦楽：京都市交響楽団
合唱：京響コーラス

チケット

メンデルスゾーン：劇音楽「夏の夜の夢」（語り付き）　ほか

© Masaaki Tomitori

京響クロスオーバー オーケストラ・プレミアム
作曲家・編曲家プロジェクト「大島こうすけ×西川貴教×京都市交響楽団」
2021年10月10日（日）15:00開演
ロームシアター京都 メインホール

全席指定　8,000円  [8月発売予定]

指揮：岩村力
作曲・構成・アレンジ・ピアノ：大島こうすけ
ヴォーカル：西川貴教
管弦楽：京都市交響楽団

チケット

大島こうすけ : 交響組曲「Life～永遠(TOWA)の夢人(MUJIN)～」
-どれだけ生きれば、また君に出逢えるのだろう。-（Original Edition）

©Naoyasu Uema




