
ハナの物語
「ハナの物語」は日本民謡の詩と旋律にインスピレーションを
受け、明治の始めに生まれたひとりの女性が真の意味での「感
謝」を知り、幸福とは何かを探していくお話です。そして常に
自分のこころに正直である勇気を持ち、自分とは何かを知る為
にこころの扉に向きあい、そしてその中だけにある本当の幸福
とは何かという答えを見つける為の旅の物語です。決められた
結婚からの逃亡、居合道の師との出会い、予期せぬ愛により妻
となり、母となった事、そしてアイヌの民との出会い。これら
の出来事が色鮮やかにハナの旅を彩ります。琉球の小さな島の
漁師の村から始まり、北海道のまた先のアイヌの民も住んでい
た樺太に終わるこの旅は、日本列島を縦断し、そして人生の四
季を全うします。そして自分とは何かを理解出来た、一人の女
性の目を通して私達の生きる意味を教えてくれるのです。ハナ
はつぼみを付け、成長し、咲き誇り、この世に実を捧げまし
た。てぃんさぐ＝ホウセンカの花は実が熟すと少しでも遠くへ
と種を飛ばすといいます。ハナの日記はてぃんさぐの実の様 
に、アイヌの人々に守られ、そして、時代を超えて、子孫であ
る新しいハナへと受け継がれて いくのです。永遠に。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. ひらいたひらいた
ひらいたひらいたなんの花がひらいたれんげの花がひらいた 

ひらいたと思ったらいつのまにかつぼんだ

　 琉球王国は大小多くの島々からなっています。その中のある小
島の村に漁師たちが住んでおりました。男たちが漁に出かけてい
る間、女たちは家を守ります。その村で最年長のおばあさんは、
薬草に詳しく、野草を摘んできては煎じ薬や、塗り薬を作ってい
ました。なんといってもどんな傷もおばあさんの塗り薬でたちま
ち治り、その煎じ薬を飲めば高熱も一晩で下がるのですから、村
の人々はおばあさんを敬っておりました。そのおばあさんにはひ
とりの娘がおりました。村の人々に愛されていたその娘は、若く
して結婚し、1869年、江戸幕府が倒れ琉球処分の先駆けとなる版
籍奉還が引かれた年のあるうららかな春の日、花のように愛らし
い赤ちゃんを産みました。その赤ちゃんはおばあさんの名前を取
り「ハナ」と名付けられました。そしてその名の通り、村のちい
さな花となったのです。



                                                                                                                                                                                                 

2. 谷茶前
若者たちは漁に行き、娘たちは魚を市へ売りに行く。 
そして娘達は街の空気を吸って 帰ってくる。 
綺麗になって、良い香りをさせながら...。

  ハナはすくすくと育ち、元気で、かしこく、そして勇敢な子に
なりました。五歳になるとおばあさんについて野の草や花を摘
みに出かけては、薬草の見分け方を覚えるようになりました。
ときにはお父さん、お母さんと浜へ出かけて、皆の働く姿を眺
めて一日を過ごす事もありました。男たちが漁から戻ると、女
たちは浜で取って来た魚をきれいにし、塩をふり、籠に入れて
島の市場まで運んでいくのです。島には時々余所から立ち寄る
人々もおりました。村で食糧を求め、体を休めては、また海に
戻っていきます。島を訪れた人々は、その村で働く女達の匂う
様な美しさに、優しさに目を奪われるのでした。なかでもハナ
は愛らしく、まさに「花の中の花」でした。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. てぃんさぐぬ花
数えようと思えば、お空の星の数だって数える事ができるけれど、
お父さんとお母さんが教えてくれた言葉の数は数えきれない…。

 
　七歳になったハナは、おばあさんのおかげで多くの薬草を見
分けられるようになり、多くの花の名前を覚えました。ハナが
一番好きな島の花はホウセンカです。おばあさんはホウセンカ
を薬にする為に摘みますが、ハナや島の女の子は、赤や桃色や
藤色の花びらを指先にぎゅっと押しあてて爪を染めて楽しむの
でした。まだ大人の戻らない夕暮れ時には、爪を染めた女の子
が集まっては祭りに行く大人の真似や、恋愛ごっこをして楽し
んだのでした。ハナが寝る前には、おばあさんが体を拭き、染
まった爪先をきれいにしながら、「ハナもね、お祭りにいった
り、恋に落ちる時が来るよ。」そして「こうしてホウセンカで
爪を染める様に、こころを親の言葉で染めるんだよ」と、そっ
と話したのでした。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. 安里屋ユンタ
白百合の如く清らな君よ、茨の世にに咲く一輪の花よ。

　 ある日、おばあさんの所へ薬草や長寿の薬として知られている
月桃を仕入れに、肥後の国の顔なじみの商人がやって来ました。
そこで魅力的ながらしっかりとした娘に成長したハナを見て、商
いをしないで遊んでばかりいる次男の嫁にしたいと思いました。
ハナの両親は娘に裕福な暮らしをさせてやりたいと願い、商人の
申し出を受けることにしました。ハナには何も知らされないま
ま、結婚式の日取りまで決まりました。結婚は親同士で決めるの
が普通でした。しかし、遠い国での生活に、もともと好奇心の強
いハナのこころは高鳴りました。島の外ではどんな暮らしをして
いるだろうか、素敵な着物を着て、お祭りにも行けるのだろうか
と夢を見たのでした。
 



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5.おてもやん
お嫁入りしたんだけれど…

旦那さまがあまりにも不細工で、逃げちゃいました！

　ハナが初めて熊本に地に足を踏み入れたのは、結婚式当日の
朝のことでした。長旅の疲れも知らず、花婿との対面を想って
ハナの胸はときめきました。まず目に入ってきたのは道に並ぶ
立派な建物と、往来の人々の着物でした。ハナの育った島とは
全く世界が違います。町には既に結婚式の噂が広まっており、
あちらこちらに野次馬の群れがありました。中でも町の娘たち
はハナを指差しては手で口を覆い、まるで嘲笑をこらえている
ようでした。町中の人々が好奇心を持ってハナを迎えたわけ
は、商人の家に着き、婿となる若者を見てたちまち明らかにな
りました。彼はハナが思い描いていた姿からは余りにもかけ離
れていたのです。横柄な態度でちらりと見たっきりハナには声
を掛けるどころか目を合わせようともしません。動揺が治まら
ない内に結婚式は始まってしまいました。夫婦の誓いである
三々九度の盃を口に近づけたとき、こころは衝動に従えとハナ
に命じたのでした。後先考えずその場から逃げ出し、たまたま
通りがかった北に向かう旅人たちに紛れて、熊本に永遠に別れ
を告げたのです。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. 炭坑節
お札を枕に眠るより、月の光に照らされた慎ましい家で、

あなたの腕に抱かれて眠りたい…。

　 旅人たちが向かおうとしていたのは、福岡の港町、博多でし
た。ハナはまだそんな大都市に行く気持ちにはなれず、北に向か
う旅人の列とお別れをした後、当てもなくひたすら歩きました。
疲れ果て丘の上で足を止めると、ある男女の集団が目に留まりま
した。炭鉱で働く人々でした。ひとりもの、夫婦、親子を問わず
皆が一体となって助け合い、つらい仕事も歌で紛らわしていたの
でした。それをみてハナもそこに加わりたくなり、親方に仲間に
入れて欲しいと頼み込みました。鉱員たちはハナをこころよく迎
えてくれました。みんなと一緒に働きながらハナはその歌を覚
え、そして薬草の知識で、仲間のケガや病気の手当てをし、皆か
ら慕われるようになりました。掘っ立て小屋の粗末な寝床でした
が、ハナは懐かしい子どもの頃を思い出し夢を見たのでした。今
では遠くなってしまったあの島にいた時と同じように、素敵な恋
を夢みるのでした。
 



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. 竹田の子守唄
どんだけあたしの村に帰りたいか。

あそこに見えるのはあたしのお父さんとお母さんの家…。

　ある日のこと、ハナは素晴らしい都の話を耳にしました。そこ
には武士や貴族が住んでんでおり、神社や寺が沢山あるというの
です。もともと好奇心が旺盛なハナは、恋の夢を叶えるために、
都に向かう事を決めました。風呂敷に荷を包み、炭鉱の仲間にお
別れを告げて、都に向かう長い長い旅路につきました。大きな地
方を四つも超え、京都に辿りついたのはある春の夕暮れでした。
ハナはこの京都で暮らす為に、病気がちでよく泣く生まれたばか
りの赤ん坊の子守をすることになりました。夏が近づいてくると
色々な所でお祭りが始まり、通りは踊る人々であふれます。しか
し、奉公人であるハナには祭りにふさわしい着物はなく、都会の
若者達の目から見るとただの漁師の娘で、結局はひとりぼっちで
外の騒ぎを見つめる事になるのでした。そんな時ハナは水平線の
向こうに離れ離れになってしまった家族のこと、子どもの頃のい
出に浸って、遠くを見つめる他ありませんでした。夢や希望が少
しずつ消えてゆき、落胆と、郷愁の思いがこころを占めるように
なりました。いつしか大切な家族に別れも告げず結婚式から逃げ
出して、家族を傷つけてしまった事を後悔するようになりまし
た。肉親への悲しい思いと身勝手な自分の振る舞いに罪を感じ、
この1891年の夏、ハナは生まれて初めて「恐れ」の気持ちを知
ることになったのです。この茨の世に、ひとりぼっちで。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. こきりこ節
僧侶は月の下でこきりこを歌う。 その声は竹林の静寂を満たす。

　 ハナの奉公先によく訪れるひとりの老人がおりました。富山
の由緒ある旧士族で、今は京都の郊外で剣術の師範をしている
老人でした。ある日、ハナの悲しげな表情に気づいたその老人
は、家事を手伝わせるという名目で、彼の道場にハナを住み込
ませることにしました。ハナは知らぬうちに虚ろなこころを
徐々に老人に委ねる様になり、老人の「居合道」に導かれてい
きました。居合道は剣術のひとつで、己の閉ざされたこころの
扉を開け入り、そこにある真実を見極めることを究極の目標に
したものです。古くから魂を強く清らにする為に用いられる道
でした。老人はハナに熱心に居合道を教え、ハナもそれに応え
た甲斐あって、ついにある日長い冬の眠りから目覚める如く、
明日に立ち向かう力を得たと感じたのです。そして今なら解る
親から受けた大きな愛への感謝と、自分が犯した罪を悔やむ気
持ちを長い手紙にして、両親のもとに送りました。それを知っ
た老人は、ハナが己の歩みを再開する時が来たと確信しまし
た。老人はハナに「今、立ち向かうべき些細な事に己を集中し
なさい。そして自分の力を信じなさい。そうすればおまえに値
するものは、必ずおまえのところにやってくるのだ。」と最後
の教えを伝え、「幸福の秘密」を守り続けている最北の地に住
む人々の所へとハナを誘いました。24歳になったハナは老人に
別れを告げ、新たな旅を始めたのでした。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9. 花笠音頭
私のお国へいらっしゃい。

花の山形に 天童の秋の紅葉、尾花沢の雪景色…。

　長い長い旅を続けて、ハナは山形に辿りつきました。山形の景
色はハナを歓迎するかのように生き生きとしていました。冬は寒
く荒々しく山々は深い雪で覆われましたが、それ故に、春と秋は
何処とも比べものにならぬほどに美しく、桜の花や紅葉は日本の
四季をはっきりと伝えるのでした。そんな山形でハナは畑仕事
や、薬草づくり、時には子守や奉公をして暮らしながらも、北に
向かう強い気持ちを持ち続けていました。ここ山形地方では季節
ごとに、開花や収穫を祝う祭りが盛んに行われており、特にお盆
には多くの祭りが続きました。なかでもハナは「花笠まつり」が
好きでした。新しく縫い上げた着物を身にまとい、花笠を手にし
て踊りに興じるのです。もうすぐ33歳になるハナにとって、夢み
るような出会いは、生まれた南の小さな島の思い出と共に、既に
遠いものとなっていました。それでも日々の些細な出来事にも喜
びを見つけては、家族のもとに長い手紙を送るのでした。ただ、
京都の老人が教えてくれた「幸福の秘密」を守っている北の人々
への思いを忘れたことはありませんでした。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10. 北海盆歌
着物に身を包む、あたしの素敵な人 。人ごみの中あなたを見たのは
ここで盆踊りを眺めていた時だった。いつあたしを踊りに誘ってくれるの？

　1905年の初夏、とうとうハナはかつて蝦夷と呼ばれた北海道の
札幌に辿りつくことが出来ました。貧しい宿に身を置いて、さら
に北を目指す為、仕事も見つける事が出来ました。当時の明治政
府は北海道に開拓民として住まうことを奨励してたので、開拓は
北方に向かって広がっていきました。しばらくして、ハナはこの
地方の祭りにも加わるようになりました。ここでも毎年夏には、
先祖のために北海盆踊りが行われるのでした。夜になると、櫓か
らは北の自然を表すような荒々しい太鼓とともに、歌や囃子が鳴
り広がり、その周りを人々が輪を作って踊ります。そんな盆踊り
の夜、踊りの輪の中のある青年と目が合います。ハナはつつまし
いなかにも趣のある着物を着ているその青年に引きつけられてい
きました。そして、ふたりは沢山の話をしました。彼はハナより
年下で、ハナは彼より大人だということ。彼は漁師で、ハナは漁
師の娘だいうことを。ハナのこころはしばらくの間はこの旅を休
むことになるだろうと感じました。そしてささやかな結婚式を挙
げてふたりは結ばれ、今度は一緒に開拓の旅へと向かう事にした
のです。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11. ソーラン節
今夜はもう一晩だけ緞子の枕で寝ましょう。
明日からまた旅立って海の波を枕に眠るから。

　 その年の終わりにハナ夫婦は西の海辺に留まって、他の開拓
民達と共に、35年前に離れたあの島にある漁村と同じものを作
ることになりました。次の年の秋にはふたりの間に娘が生ま
れ、数年後の冬にはふたり目の娘を授かりました。ハナはふた
りの娘を育てながら、本格的に野草を集め、薬草を作り始めま
した。その村に住む人々は皆、ハナの薬草の恩恵を受けまし
た。どんな傷もハナの塗り薬でたちまち治り、煎じ薬を飲めば
高熱も一晩で下がるのです。そうしてハナは村人に敬われるよ
うになり、厳しい環境の中でも一家は誇り高く生きていけたの
でした。安定した生活は瞬く間に歳月を重ね、娘達も妻とな
り、母となりました。夫も、北海の漁の親方として、家を空け
ることが多くなりました。ある日の夕方、ハナがいつもの様に
海岸に座り、遠く見えなくなってしまう水平線を眺めている
と、突然に、あの長い旅の途中で出会った老人からのことば
が、「幸福の秘密」を守る北の人々の事が、浮かんできてハナ
のこころを捕らえたのでした。ハナは家庭を築いたことに後悔
していませんでしたし、全力を尽くして愛する事を学んだこと
に誇りを持っていました。しかし、今一度、沸き立つ衝動に押
されある決心をしたのでした。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12. トンコリヘチリ
東から神様がやってきた。六つの海の横に留まった。

磯の香りをかいでごらん。

　待ち受けていたのは何だったのかのか解ったら、直ぐに帰って
来ると約束をして、愛する夫に心からの挨拶を、娘らに最後の言
付けを、神様に感謝を唱え、ハナは村に別れを告げました。そし
てまた長く厳しい旅の末に1935年の秋深まる頃、日の出の時刻
にハナはひとり、樺太に着いたのでした。そこは、その地のこと
ばで「人間」を指す「アイヌ」の集落でした。アイヌの人々は外
見こそ素朴にみえましたが、厳しい自然への畏怖と、共存から生
まれた道徳心がとても崇高であることが、ハナには直ぐに理解が
できました。自分よりも他人のことを何よりも思いやり、誠実
で、寛容で、生活に使う「もの」にも敬意を惜しまない。そうし
たこころを、ごく自然に身につけていたのです。彼らは青、赤、
白の布の上に自らが施した美しい文様の服を着て、女たちは唇に
はみ出すほど長く色を引き、男たちはヒゲも髪も長く伸ばし毛深
くもありました。人々はハナをまるでアイヌの一員の様に受け入
れてくれました。彼らから生き方の知恵を学び、ハナは薬草の知
識をアイヌと教えあいました。熊本を離れた日からハナは彼女が
暮らした所々で出会った人々の暮らしを日記に記していました。
そして「幸福の秘密」を知りたいとここアイヌでも人々の暮らし
をそこに書き始めたのです。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13. ヤイカテカラ
あたしの心に届いた素晴らしい人 。あなたに追いつきます…。
そしたらあたしは平和を見つけることできるでしょう…。

  月日が経つほどに、ハナは自分がアイヌの一員であると強く感
じるようになりました。愛する夫の事や、旅立った村の人々の
事を思い続けながらも、北海道へ戻る気にはなれませんでし
た。ある晩のこと、いつものように泥と木で作られた小屋の中
で、自然と共存しならが暮らしているアイヌの人々の事を綴っ
ていると、ふっと、大好きだった島のおばあさんが薬草を摘み
ながら話してくれた事を思い出しました。「ハナや、おハナ、
よく見てごらん。自然はいろいろな形や色をしてはいるけれ
ど、みんな同じ根っこから生まれるのだよ」。ハナはついにそ
の時、「幸福の秘密」とは人々がそれぞれの心の中に持ってい
る事に、なぜ老人が北の国へ行くようにいったのかがストンと
腑に落ちたのでした。もう少しだけ日記を記してからハナは筆
を止め、僅かながらの自分の持ちものを目の前に並べてみまし
た。夫からの贈り物、お祈りの本、そのページに挟んだ赤い押
し花、櫛と幼い頃の匂いがする古い軟膏の小びん。それらを見
つめては、ハナは自分の旅が終わりに近づいていている事を、
間もなくひとりで、心の扉の向こう側へ行こうとしている事を
感じました。そしてついにその時がやって来たのです。ハナは
村外れまで来ると、振り返ってひとり手を合わせ、アイヌの集
落を後にしました。最後の弱き歩みは、遠く南の方へ向かって
いるようでした。こうして1942年の遠い春の日、ハナは人々の
前から消えていきました。



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14.てぃんさぐぬ花
何事も為せば成るものではあるが、為さぬことはいつまでも

成らないであろう。

 　北海道には、まだハナの家族が住んでいます。戦後になって
次女が産んだ、元気で賢く正直で勇敢な娘は「ハナ子」と名付
けられました。母と叔母はハナ子に、ある秋の日に北に向かっ
て旅立ったきり戻って来なかったおばあさんの話をよく聞かせ
ていました。そのハナ子が15歳になった時、彼女はある衝動に
駆られ、戦後になってアイヌの人々が住む場所を訪ねました。
ハナ子はそこで昔から互いをよく知っていた様な、ひとりのお
ばあさんに出会いました。そして彼女はハナ子にひとつの箱を
渡したのです。その箱の中にはアイヌの人々が大切に箱に保管
していた、ハナのわずかな持ちものが入ってました。そしてそ
こにハナが記していた日記を見つけたのです。それからまた歳
月が経ち、ハナ子は結婚をし、二人の娘を授かりました。ある
春の日、ハナ子は二人の娘にハナの日記を読んで聞かせていま
した。咲き乱れる桜の木の下でハナ子がそっと日記を閉じる
と、表紙にうっすらと残っていた象牙色の文字に目が留まりま
した。ハナが書いたその言葉は「感謝」でした。その後、自然
と共に暮らす人々のなかで生き抜いた「ハナの日記」は、ハナ
の孫であるハナ子へ、またその孫であるハナへと受け継がれて
いきました。今、若いハナは、新しい自分を見つける為に世界
中を旅しています。その旅で出会う様々な経験に感謝し、ハナ
は心の強い、聡明な人と成長していくのです。そしてこれらの
経験こそが、彼女を一歩一歩、自らの心の扉に、内なる真実に
向かって進めていくのです。



ハナは内なる真実に向かい、自分自身を探す為に世界中を旅しているのです。



HOKKAIDO

13 Yaikatekara
12 Tonkorihechiri

10 Hokkai Bon Uta

9 Hanagasa Ondo

8 Kokiriko Bushi

7 Takeda no Komoriuta

6 Tanko Bushi

5 Otemoyan

4 Asadoya Yunta

2 Tanchame

FUKUOKA

KUMAMOTO

1 Hiraita Hiraita (nursery rhymes)

14 Tinsagu nu Hana (Reprise)

11 Soran Bushi

YAMAGATA

TOYAMA

KYOTO

SAKHALIN

3 Tinsagu nu Hana

OKINAWA

スペシャルコンテンツ
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https://www.youtube.com/watch?v=MnwqbYjkAW0&index=18&list=RDXfGRQV7UR4A
https://www.youtube.com/watch?v=endv3PVpXFg
https://www.youtube.com/watch?v=endv3PVpXFg
https://www.youtube.com/watch?v=AFYtxvleR6s
https://www.youtube.com/watch?v=AFYtxvleR6s
https://www.youtube.com/watch?v=GWC4_S6Sl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=GWC4_S6Sl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=-GjN3UAiz1E
https://www.youtube.com/watch?v=-GjN3UAiz1E
https://www.youtube.com/watch?v=ETxcPyoSxQg
https://www.youtube.com/watch?v=ETxcPyoSxQg
https://www.youtube.com/watch?v=3FHIqpL9X1c
https://www.youtube.com/watch?v=3FHIqpL9X1c
https://www.youtube.com/watch?v=btJmLlwJZs0
https://www.youtube.com/watch?v=btJmLlwJZs0
https://www.youtube.com/watch?v=aFjpUvHzqdA&list=PL5C21972D774A4E12
https://www.youtube.com/watch?v=aFjpUvHzqdA&list=PL5C21972D774A4E12
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https://www.youtube.com/watch?v=9r0U452tn2Y
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「 歌の秘密は歌い手の響く声と聴き手の高鳴る胸の間にいつも隠されている。」
                                                                                                          ハリール・ジブラーン

この作品を今尚息づく全てのエスニックコミュニティーに捧げます。何度も何度も繰り返された彼達の
哀歌や連祷は音楽のさざなみとなり、詩人や音楽家等に絶え間なく創造の果実を与え続けるのです。



ヴァルテル・ルーピが日本の伝統的な旋律の上に創り上げたこれらの音楽を「アレンジ」と呼ぶのは、限界があり平凡すぎ
るだけでなく、むしろ間違っているだろう。ルーピ氏はアレンジをするのではなく、再構築する。再検討するのではなく再
構成し、取り上げた日本の歌曲の貴重なメロディーから、彼の洗練されたギター演奏に必要なすべてのニュアンスを抽出
し、哀歌、わらべ歌、歌うような優しさを、変化に富んだ音楽的視野の広がりに変える。

暖かく丸い、柔らかく大胆、辛口で説得力のある、というのが、小里氏の声を聴いた時に私の頭の中で飛び跳ねる形容詞で
ある。（ベリオからソルビアーティまで）教養ある現代音楽の声楽テクニックに精通したメゾソプラノとして、私が知り、
評価している明子は、彼女の歌の柔らかな音の曲線で文字通りその場の聴衆を、包み込んだ。フレージングを慎重に、声の
表現技術の可能性を尽くし、明確で戯けたリズムに従いながら、動き、マイムと身振りで観客を喜ばせた。
                                                                                                            マウリツィオ・パンコッティ　音楽評論家

ヴァルテル・ルーピ
洗練されたギタリスト、クラッシックギターの教育を基礎にイタリア国内外で常に評価されてきたヴァルテル・ルーピは、
常に自身のスタイルと音楽を熱心に研究し、フィンガースタイル界において、その顕著な叙情性と演奏能力、魅力的な舞
台、彼の作曲法に従った厳格かつ無駄のないテクニックで際立っている。今迄に11枚のアルバムをリリースし、彼のテク
ニックをフラットフィンガー法と命名し２冊の教本を出版している。フィンガースタイル界において世界的にも名を知られ
ており、John Rembourn、Alex De Grassi、Tim Sparks、Roland Dyens、Birèli Lagrène、Dominic Miller、Stanley 
Giordan、Tommy　Emmanuel 等、世界的に著名なギタリストと共に様々なフェスティヴァルに参加している。

小里明子
東京芸術大学卒業、マントヴァ「ルーチョ・カンピアーニ」国立音楽院のディプロマ取得。スカラ座合唱研究生として研鑽
を積んだ後、小里明子は、現代音楽のレパートリーに専念し、ルチアーノ・ベリオや、キャシー・バーベリアン等の作品に
取り組み、現代クラシック音楽界の有名作曲家、カルロ・ボッカドーロ、ジョルジョ・コロンボ・タッカーニ、ガブリエー
レ・マンカ、フランチェスコ・フィリデイ等に曲を献呈されている。ピアニストのアデーレ・ダロンツォ、ギタリストの佐
藤紀雄、アコーディオニストのダヴィデ・ヴェンドラミン氏等多くと共演、イタリアと日本でフェスティバルやコンサート
に出演している。



Thanks to:
Chiaki and Naoko N.  Satoshi K.  Yuki K.  Akane S.  Noriko I.  Andrea M.  Andrea S.  Avelio B. 

“Kanariya”Chorus, Fabio Amodio, Sylvain Diony, Elisabetta Daolio, Cisco Portone

Alessandro Ceva
Edo Ricci and Marco Grollo 

Daria Bottura 
Maurizio Pancotti 
Andrea Ferrario

Mahmoud Saleh Mohammandi
Pierluigi Ferrari 

Paolo Polli
Luca Zamponi

Renzo Fava
Roberto De Roberto

Chiara Tricomi

Dora
Lucia and Ciano

Bucciarelli and hi’s girls
Tiziana and Franco

Euge and Ale 
Giorgio,Yuki and Shusei 

Roberto Upazzoli

Mauro Pagani



www.tinsagu.com - www.facebook/pages/Tinsagu.project - Email: tinsaguproject@gmail.com

Credits:
Guitar - Walter Lupi (Carlo Raspagni 1977 model) 
Voice - Akiko Kozato

Chorus - Akiko Kozato and "Kanariya" choir
Koto (track 8 and 11), Ukulele (track 3 and 14) and percussion - Walter Lupi
Tsugaru Shamisen (track 7) - Sylvan Dyoni
Flute (track 13) - Elisabetta Daolio, (tracks 7 and 14) - Akiko Kozato

Production, recording and mixing by Walter Lupi
Graphic project - Walter Lupi and Akiko Kozato 

ヴァルテル・ルーピ作「ハナの物語」　（ダリア・ボットゥーラの賛助）

ヴァルテル・ルーピによる編曲された日本民謡の旋律
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