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①今はエネルギーを使い果たしてホッとしています。このコンクールは全てよく組織されていて、この場で演
奏できたことは幸せです。その上オーケストラと共演できることはほんとに嬉しいです。
②緑の街という印象が強いです。演奏の合間に、石の多い公園に行きとても落ち着きました。ずっと好意的な
人々に囲まれていて居心地がよいです。
③ドイツは魚介類が高いので、日本では毎日刺身を食べています。用意してある「萩の月」は、今まで食べた
ことがないぐらい美味しいケーキです。気にいりました。

エスター・ビリンガー さん　ドイツ・23歳

①昨日は予選通過して人生最高の日でした。第１ラウンドは最も難関で、課題のモーツァ
ルトは難しかったです。自分に勝つことができたという感じです。
②木々が多く、公園も目につきます。川にも出かけてみました。途中の田んぼの風景が気
に入りました。心も平安になり、演奏の助けになります。人々はおとなしい感じがします。
③天ぷらとお寿司を食べました。ごはんの上にいろいろな具材をのせて海苔でバンドを
してあるのが楽しいし、美味しいです。日本の米の味はベストです。

イリヤ・オフチニコフ さん　ロシア・24歳

①今は結果を待っています。ピアノもホールも良く、雰囲
気を楽しんでいます。
②街はファンタスティックで素敵です。木々や公園もたく
さんあり、リラックスできストレスを感じません。人々
はとてもやさしいです。
③ざるそばを食べました。朝はホテルの和定食。ごはん、
味噌汁、野菜、魚料理がおいしいです。日本の食事は
興味深いです。

ボルベーイ・ラースロー さん　ハンガリー・23歳

①明日出場します。コンクールのレベルは高いですが、少
しは自信があります。
②エキサイティング！ 公園がとてもきれいです。故郷カザ
フスタンで一番美しいのは山です。
③おすしを食べました。生魚も食べましたが味はノーマル
でした。牛タンはまだ食べていません。

オクサナ・シェフチェンコ さん　ロシア・20歳

①大変疲れましたが、聴衆の方がたくさんいてと
ても良い気持ちで演奏できました。カルテット
や、（ヤマハ製の）ピアノもよかったです。
②初めて日本に来たのですが、子どもの頃から日
本に来るのが夢だったので、来られてとてもうれ
しいです。何もかもがめずらしく楽しいですが、
これから仏像やお城を見ようと思っています。

③まだ食べていないです
がヘルシーでいいと思
う。海苔巻きを食べた
いです。

アンナ・シャキーナ さん　ロシア・22歳

①（結果発表直前にインタビューしました）緊張し
ていましたが、交流コーナーで抹茶をいただき
少し緊張がほぐれました。
②東京が大きな街であるのに比べて、仙台はちょ
うどよい大きさの街。コンビニもいたるところ
にあり、欲しいものがすぐ手に入ってワクワク
します。
③「（自ら日本語で）牛タン・どらやき美味しい！」
他には蕎麦、刺身、カツ丼、牛丼、カレー…。

ルー・イチュ さん
台湾・25歳

①自分のベストに達していません。もっとうまく弾ける感じがします。結果を楽しみ
に、最後まで頑張りたいと思います。
②空気もきれいでとても美しい街なので住みやすいと思います。人々もやさしく高
齢者が住むのには相応しいと思いました。北京にも親切な人は多いですが。
③ホテルの食事を楽しんでいます。外に出る余裕がまだありません。お刺身、特に
マグロを食べたいです。おすしを食べるとお腹がいっぱいになるので考えてしま
います。日本のラーメンはまだ食べていません。

シュ・ジァ さん　中国・23歳

①結果が待ち遠しいです。良いパフォーマンスができた
と思います。演奏は妻にも聴いてもらい、批評しても
らいます。聴衆はよく聴いてくれました。
②素晴らしい街で、公園を１時間散歩しましたが、とて
も良い気分になりました。日本の人々は相手のこと
を思って行動し、お互いに尊敬しあっていると思い
ました。
③天ぷらがおいしかったです。明日おすしを食べる予定です。

シリル・ギヨタン さん　フランス・27歳

リー・カリン・コリーン さん　中国・26歳

①パワフルな指揮者とすばらしいオーケストラで、いい演奏ができ
ました。情緒的な面も引き立ててもらえたと思います。
②今回で二度目ですが、自然があって散歩をするときいいですね。
③日本食はだいたい好きです。生物は食べませんが、寿司は大丈
夫ですよ…。

ヴャーチェスラフ・グリャーズノフ さん　ロシア・25歳

①コンクール（出場）が終わって、今の気持ちは。 ②仙台の印象はどうですか。 ③日本食なにか食べましたか。

ピアノ部門編

出場者の年齢は6月28日現在のものです。

シィ・ブライアン さん　台湾・24歳
①オーケストラ、指揮者とも素晴らしく、今
日の曲はコンチェルトの中で好きな曲な
ので演奏できて楽しかったです。
②練習があってまだ見学していませんが、
台湾と似ていて地下鉄もあり違和感はな
いです。大きい街と小さい街が一緒に
なっているような感じを受けました。
③セブンイレブンの店員さんからおいしい
ラーメン屋さん（麺屋三昧）を教えてもら
い、そこでつけ麺
を食べました。

①緊張しています。このコンクール
は、すばらしいと思います。
②日本に来たのは初めて。とても、
ファンタスティックな国だと思いま
す。仙台は、とてもきれいで興味深
い街だと思いました。勾当台公園
を散歩したりしてリラックスしてい
ます。
③お寿司を食べました。魚がおいしく
て、例えば、トロなども好きです。

ダーニ・アールパード さん
ハンガリー・25歳

①オーケストラと一緒にできてとても嬉しかったです。そして、
指揮者のパワフルなサポートに、良い演奏ができたので幸せ
です。
②今回で2回目ですが、香港に比べて静かで、美しい自然があり
広くて気持ちのいい街です。
③たくさんいろんな物を食べましたが、レストランでは指さし注文
してラーメンを食べました。去年香港にモスバーガーができま
したが、仙台のモスバーガーも食べましたよ。

アレクサンドル・カルペーイェフ さん　ロシア・24歳

①とても緊張していますが、すばらしい人達に囲まれてう
れしいです。
②日本は、4回目です。美しい国ですね。仙台は、エキサ
イティング（刺激的）な街で、人々がイキイキしていると
思います。
③お寿司を食べました。鮭やトロなど色々食べました。どれ
も皆おいしいです。しゃぶしゃぶや天ぷらなどもおいしい
ですね。

クリストファー・ガズマン さん　アメリカ・26歳

①疲れましたがとてもいい経験・勉強になりました。ホス
トファミリーにとても感謝しています。
②台原森林公園が気に入り、友達と２～３度行きました。
市内中心部も散策しました。
③牛タンを食べましたが、とても気に入りました。毎日食
事は日本食を食べています。これからもいろいろな日本
食を食べてみたいです。

インタビューは出場者サポー
トの協力で広報宣伝サポート
が行いました。



インタビュー特集!!

海外からの出場者に聞きました!!

発行：第3回仙台国際音楽コンクール（SIMC）ボランティア広報宣伝サポート
問合せ：仙台市市民文化事業団コンクール推進課（仙台国際音楽コンクール事務局）
TEL 022-727-1872　e-mail info@simc.jp　URL http://www.simc.jp

第3回仙台国際音楽コンクール
ヴァイオリン部門 2007年5月20日㈰～ 6月2日㈯
ピアノ部門 2007年6月10日㈰～ 6月23日㈯

C O N C E R T Oコ ン チ ェ ル ト
コンクールニュース
2007. 6 . 28 Vol. 4

コンチェルト　2007.6.28　Vol.4　発行：第3回仙台国際音楽コンクール（SIMC）ボランティア広報宣伝サポート 

①今はエネルギーを使い果たしてホッとしています。このコンクールは全てよく組織されていて、この場で演
奏できたことは幸せです。その上オーケストラと共演できることはほんとに嬉しいです。
②緑の街という印象が強いです。演奏の合間に、石の多い公園に行きとても落ち着きました。ずっと好意的な
人々に囲まれていて居心地がよいです。
③ドイツは魚介類が高いので、日本では毎日刺身を食べています。用意してある「萩の月」は、今まで食べた
ことがないぐらい美味しいケーキです。気にいりました。

エスター・ビリンガー さん　ドイツ・23歳

①昨日は予選通過して人生最高の日でした。第１ラウンドは最も難関で、課題のモーツァ
ルトは難しかったです。自分に勝つことができたという感じです。
②木々が多く、公園も目につきます。川にも出かけてみました。途中の田んぼの風景が気
に入りました。心も平安になり、演奏の助けになります。人々はおとなしい感じがします。
③天ぷらとお寿司を食べました。ごはんの上にいろいろな具材をのせて海苔でバンドを
してあるのが楽しいし、美味しいです。日本の米の味はベストです。

イリヤ・オフチニコフ さん　ロシア・24歳

①今は結果を待っています。ピアノもホールも良く、雰囲
気を楽しんでいます。
②街はファンタスティックで素敵です。木々や公園もたく
さんあり、リラックスできストレスを感じません。人々
はとてもやさしいです。
③ざるそばを食べました。朝はホテルの和定食。ごはん、
味噌汁、野菜、魚料理がおいしいです。日本の食事は
興味深いです。

ボルベーイ・ラースロー さん　ハンガリー・23歳

①明日出場します。コンクールのレベルは高いですが、少
しは自信があります。
②エキサイティング！ 公園がとてもきれいです。故郷カザ
フスタンで一番美しいのは山です。
③おすしを食べました。生魚も食べましたが味はノーマル
でした。牛タンはまだ食べていません。

オクサナ・シェフチェンコ さん　ロシア・20歳

①大変疲れましたが、聴衆の方がたくさんいてと
ても良い気持ちで演奏できました。カルテット
や、（ヤマハ製の）ピアノもよかったです。
②初めて日本に来たのですが、子どもの頃から日
本に来るのが夢だったので、来られてとてもうれ
しいです。何もかもがめずらしく楽しいですが、
これから仏像やお城を見ようと思っています。

③まだ食べていないです
がヘルシーでいいと思
う。海苔巻きを食べた
いです。

アンナ・シャキーナ さん　ロシア・22歳

①（結果発表直前にインタビューしました）緊張し
ていましたが、交流コーナーで抹茶をいただき
少し緊張がほぐれました。
②東京が大きな街であるのに比べて、仙台はちょ
うどよい大きさの街。コンビニもいたるところ
にあり、欲しいものがすぐ手に入ってワクワク
します。
③「（自ら日本語で）牛タン・どらやき美味しい！」
他には蕎麦、刺身、カツ丼、牛丼、カレー…。

ルー・イチュ さん
台湾・25歳

①自分のベストに達していません。もっとうまく弾ける感じがします。結果を楽しみ
に、最後まで頑張りたいと思います。
②空気もきれいでとても美しい街なので住みやすいと思います。人々もやさしく高
齢者が住むのには相応しいと思いました。北京にも親切な人は多いですが。
③ホテルの食事を楽しんでいます。外に出る余裕がまだありません。お刺身、特に
マグロを食べたいです。おすしを食べるとお腹がいっぱいになるので考えてしま
います。日本のラーメンはまだ食べていません。

シュ・ジァ さん　中国・23歳

①結果が待ち遠しいです。良いパフォーマンスができた
と思います。演奏は妻にも聴いてもらい、批評しても
らいます。聴衆はよく聴いてくれました。
②素晴らしい街で、公園を１時間散歩しましたが、とて
も良い気分になりました。日本の人々は相手のこと
を思って行動し、お互いに尊敬しあっていると思い
ました。
③天ぷらがおいしかったです。明日おすしを食べる予定です。

シリル・ギヨタン さん　フランス・27歳

リー・カリン・コリーン さん　中国・26歳

①パワフルな指揮者とすばらしいオーケストラで、いい演奏ができ
ました。情緒的な面も引き立ててもらえたと思います。
②今回で二度目ですが、自然があって散歩をするときいいですね。
③日本食はだいたい好きです。生物は食べませんが、寿司は大丈
夫ですよ…。

ヴャーチェスラフ・グリャーズノフ さん　ロシア・25歳

①コンクール（出場）が終わって、今の気持ちは。 ②仙台の印象はどうですか。 ③日本食なにか食べましたか。

ピアノ部門編

出場者の年齢は6月28日現在のものです。

シィ・ブライアン さん　台湾・24歳
①オーケストラ、指揮者とも素晴らしく、今
日の曲はコンチェルトの中で好きな曲な
ので演奏できて楽しかったです。
②練習があってまだ見学していませんが、
台湾と似ていて地下鉄もあり違和感はな
いです。大きい街と小さい街が一緒に
なっているような感じを受けました。
③セブンイレブンの店員さんからおいしい
ラーメン屋さん（麺屋三昧）を教えてもら
い、そこでつけ麺
を食べました。

①緊張しています。このコンクール
は、すばらしいと思います。
②日本に来たのは初めて。とても、
ファンタスティックな国だと思いま
す。仙台は、とてもきれいで興味深
い街だと思いました。勾当台公園
を散歩したりしてリラックスしてい
ます。
③お寿司を食べました。魚がおいしく
て、例えば、トロなども好きです。

ダーニ・アールパード さん
ハンガリー・25歳

①オーケストラと一緒にできてとても嬉しかったです。そして、
指揮者のパワフルなサポートに、良い演奏ができたので幸せ
です。
②今回で2回目ですが、香港に比べて静かで、美しい自然があり
広くて気持ちのいい街です。
③たくさんいろんな物を食べましたが、レストランでは指さし注文
してラーメンを食べました。去年香港にモスバーガーができま
したが、仙台のモスバーガーも食べましたよ。

アレクサンドル・カルペーイェフ さん　ロシア・24歳

①とても緊張していますが、すばらしい人達に囲まれてう
れしいです。
②日本は、4回目です。美しい国ですね。仙台は、エキサ
イティング（刺激的）な街で、人々がイキイキしていると
思います。
③お寿司を食べました。鮭やトロなど色々食べました。どれ
も皆おいしいです。しゃぶしゃぶや天ぷらなどもおいしい
ですね。

クリストファー・ガズマン さん　アメリカ・26歳

①疲れましたがとてもいい経験・勉強になりました。ホス
トファミリーにとても感謝しています。
②台原森林公園が気に入り、友達と２～３度行きました。
市内中心部も散策しました。
③牛タンを食べましたが、とても気に入りました。毎日食
事は日本食を食べています。これからもいろいろな日本
食を食べてみたいです。

インタビューは出場者サポー
トの協力で広報宣伝サポート
が行いました。


	コンチェルトvol4-1.pdf
	コンチェルトvol4-2.pdf

