演奏者名鑑

箏演奏家

和久 文子
（わく ふみこ）
◇主な活動歴
1961 年 10 歳より吉沢玉芳氏に生田流箏曲入門。
1970 年 日本屈指の名演奏家，沢井忠夫・一恵両氏に師事。
1975 年 NHK 邦楽技能者育成会 20 期卒業。
1976 年 NHK 邦楽オーディション合格（箏・十七弦）
。
1979 年 沢井忠夫合奏団結成時よりプロ活動開始。団員として多数の国内外公演・リサイタル。
1981 年 個人での邦楽スクールコンサートスタート。
1988 年 世界三大ジャズフェスティバル・モンタレーのメインステージでの演奏が全米同時放送。
1989 年 沢井箏曲院教授就任。NHK 初春三曲名流選に継続して出演。
1990 年 ・現代邦楽「箏五人展」を結成しリサイタルを継続開催。
・
「koto クリスマスチャリティコンサート」10 年間開催。
1993 年 栃木放送開局 30 周年功労賞表彰。
1996 年 オーストリア公演滞在中ウィーンの国際連合工業開発機構（UNIDO）にて演奏し感謝状を授与
される。
1997 年 ・中国・北京中央音楽院客員教授就任。
・アメリカ・タルサ市，フランス・リール市，バレンシェン市にて公演。
1999 年 ・第 20 回宇都宮市民芸術祭記念公演「連生」において箏ソリストとして，水越久夫指揮・栃
木県交響楽団と共演。
・中国北京にて中日民族音楽演奏会に国賓として招かれ人民大会堂のレセプションにも招待さ
れる。
2000 年 宇都宮市社会福祉協議会より感謝状授与。
2001 年 アトランタ・Seigakuin Atlanta International School コンサート。
2002 年 ・宇都宮市文化会館自主事業「春の響」プロデュース、現在の毎年開催。
・スペイン・セゴビア市，アヴィラ市，アルヴァセーテ市にてコンサート開催。
・東京都音楽教員のための講習会，講師を務める。
2003 年 栃木県文化奨励賞受賞。
2004 年 ・フェスタ in 大谷「音楽と朗読のリーディングライブ」に出演，継続。
・今市市功労表彰・教育文化。今市市教育委員会より表彰。
2005 年 ・文化庁「文化芸術による創造のまち」支援事業・邦楽フェスティバル～輝け日本の音～（宇
都宮）
。
・
「学生邦楽フェスティバル」を企画・開催，後に（公財）うつのみや文化創造財団自主事業と

なる，継続中。
2006 年 ・東南アジア 5 カ国音楽祭の子ども指導者として，
文化庁選出日本代表として北京会議に出席。
・宇都宮市長特別表彰・学校教育。
・文化庁「文化芸術による創造のまち」支援事業・邦楽フェスティバル～音とかたちと光のア
ート～（宇都宮）
。
2007 年 ・文化庁「文化芸術による創造のまち」支援事業・新「日光市」合併記念 世界遺産音楽フェ
スティバル「国際音楽の日」記念 日光田母沢御用邸記念公園「秋の音楽祭」を立ち上げる。
継続中。
・スペイン・マドリッド市より招聘され「白夜祭」にて演奏。
・井上道義指揮・オーケストラ・アンサンブル金沢・宇都宮公演にて共演。
2008 年 ・文化庁「文化芸術による創造のまち」支援事業・
「国際音楽の日」記念 早春の祭典㏌ Nikko。
・スペイン・リュウドウムス市，バルセロナ市，マドリッド市にて招聘演奏。
・国際交流基金よりブラジル四都市各地・大学での「ブラジル移民百年祭」にて招聘演奏。
・宇都宮市民芸術祭邦楽部会で公募された宇都宮ユース邦楽合奏団結成，指導。
・文部科学省「放課後活動支援モデル事業」指導講師。
2009 年 ・沢井箏曲院創立 30 周年・全国公演参加。
・文部科学省「放課後活動支援モデル事業」宇都宮市立西小学校放課後こども教室虹色ことク
ラブ指導講師。
2010 年 ・邦楽ミュージカル「鶴の恩返し」
（音楽プロデュース：和久文子）宇都宮ユース邦楽合奏団・
どりーみんぐアメリカ・ミネアポリス公演。
2010 年 栃木県教育委員会より感謝状授与（学校支援）
2011 年 ・ぺルー，エクアドル大使館招聘演奏。

・ドイツにて日独文化交流演奏。

2012 年 ・邦楽部会に呼びかけ、東日本大震災被災地に箏を 21 面贈呈
・宇都宮ユース邦楽合奏団≪邦楽ゾリスデン≫演奏会 Vol.1 をプロデュース,継続中。
2013 年 ・ミャンマー・ヤンゴン大学にて交流授業。 ・沢井箏曲院創立 35 周年開催実行委員を務める。
・大韓民国「国際庭園博覧会」にて演奏。日光観光大使に任命。
2014 年 「ねんりんピック栃木 2014」邦楽プロデュース。
2015 年 ・宇都宮短期大学音楽科邦楽専攻コース新設客員教授就任。
・
「FORUM in 国際音楽の日 宇都宮 2015～音楽の街マロニエ地域の音楽活動～」を宇都宮短
期大学須賀友正記念ホールにて全国代表及び実行委員長を務める。
・那須塩原市誕生 10 周年記念「殺生石物語」オペラ公演に箏・十七絃ソリストとして出演。
・
「新老人の会」日野原重明先生 103 歳記念特別講演にて演奏。
2016 年 ・栃木県より「とちぎ未来大使」に任命を受ける。
・
「日本音楽の光彩Ⅱ－時代を映す作品選―」国立劇場にて演奏。
2017 年 ・第 41 回栃木県文化振興大会・上都賀ブロック日光主催実行委員長を務める。
・NHK E テレ「にっぽんの芸能」において TV 出演、全国放送される。
2017 年 平成 29 年度栃木県文化功労者表彰受賞。
2019 年 宇都宮市民芸術祭 40 周年記念事業 歌劇「蓮生」にてメイン箏奏者として出演。

◇教育活動
栃木県立鹿沼商工高等学校日本音楽部（31 年間指導継続中/全国大会に栃木県代表として 18 回出場/ベ
スト 8 入り）・宇都宮市立石井小学校こと部（31 年間指導継続中/全国コンクールにて第１位を 17 回）
・
日光市（旧今市市）教育委員会主催旧今市市小・中学校「日本の伝統芸術鑑賞教育・邦楽スクールコンサ
ート」
（22 年間継続中）
・作新学院中等部授業開始，
（22 年間指導継続中）
・宇都宮大学さーくる箏（22 年
間指導継続中）
・宇都宮海星女子学院中学校（22 年間指導継続中/全国コンクールにて第１位を５回、入
賞を３回）
・宇都宮海星女子学院高等学校（19 年間指導継続中/全国大会に栃木県代表として 11 回出場/
文化庁長官賞＜第２位＞を３回、ベスト８入りを３回）
・宇都宮大学教育学部（19 年間指導継続中）
・宇
都宮市文化協会主催，芸術文化講師派遣事業「ふれあい文化教室」始まる，
（18 年間指導継続中）
・宇都
宮市立城山西小学校文化人講師。同校放課後活動こがし桜スクール指導開始。（15 年間指導継続中）
・宇
都宮ユース邦楽合奏団（12 年間指導継続中）
・宇都宮短期大学音楽科邦楽専攻コース（2015 年より現在
指導継続中）
・柿の木坂芸術学校・ライオンズクラブ邦楽合奏団（指導継続中）宇都宮大学教育学部元講
師（20 年間指導）
その他、文化庁「伝統文化こども教室」
「学校への芸術家派遣事業」
「次代を担う子どもの文化芸術体験
事業」に携わる。また東京芸術大学邦楽科・附属高校への進学者を多数輩出。個人でも全国コンクール１
位に導く。全国生涯学習音楽指導員協議会名誉会長。
◇演奏・研究・論文
1988 年 CD『箏 沢井忠夫合奏団の世界』において文化庁芸術作品賞受賞発行：日本コロンビアレ
コード）
2006 年 「青少年育成と生涯音楽学習～生涯学習音楽指導員の学校・地域に
おける役割～」研究レポート発表
2006 年 「fooga『努力するということ。』」記事掲載（発行：フーガブックス）
2007 年 「美しい生き方が、ここにあります。
」記事掲載（発行：フーガブックス）
2013 年

CD『和久文子と素敵な仲間たち～音楽人生箏に歩んだ 50 年～』
（沢井箏曲院宇都宮研究会創立 35 周年記念事業）

2016 年 佐野市より「田中正造の日・環境フェスタ」記念オリジナル箏曲の作曲
委嘱作品『風と水のささやき』
（CD 制作）
2016 年 第 70 回記念「栃木県芸術祭」日本舞踊部会より作曲 委嘱作品全４作（CD 制作）
『とちぎの四季 春―花の舞』 『とちぎの四季 夏―祭りの舞』
『とちぎの四季 秋―風の舞』 『とちぎの四季 冬―童の舞』
2017 年 7 月掲載

「社会教育」記事掲載（発行：一般財団法人日本青年館）

2017 年

「栃木の一流２０１７」記事掲載（発行：いちご広告社）
他

「下野教育」
「CMC」等執筆掲載。

◇連絡先
wakufumiko.koto@docomo.ne.jp

