
※第 41回定期演奏会より

◆主催：東京藝術大学音楽学部・東京藝術大学演奏藝術センター
◆お問い合わせ：東京藝術大学演奏藝術センター TEL：050-5525-2300
◆東京藝術大学ホームページ　http://www.geidai.ac.jp/

2016年2月6日（土） 14 : 00開演（13 : 30開場）第１日

2016年2月7日（日） 14 : 00開演（13 : 30開場）第２日

※スケジュール・曲目・出演者等は都合により変更となる場合が
ありますので、ご了承ください

東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 入場料：各1,500円（全席自由）
※就学前のお子様の同伴・入場はできませんので、ご了承ください。

◆チケット取扱い：
東京芸術大学生活協同組合（店頭販売のみ）　TEL：03-3828-5669
ヴォートル・チケットセンター　TEL：03-5355-1280　http://ticket.votre.co.jp/
東京文化会館チケットサービス　TEL：03-5685-0650　http://www.t-bunka.jp/ticket/
チケットぴあ　TEL：0570-02-9999《Pコード 276-346》http://t.pia.jp/

（一部携帯電話・PHS・IP電話はご利用いただくことができません）

イープラス（e+）http://eplus.jp/

室内楽第42回
アンサンブルに魅了され、仲間と共に音楽の素晴らしさを分かち合ってきた、
若き演奏家達の熱演をお届けいたします。



木管五重奏曲 ニ長調　作品91の3 ◆ ライヒャ
Quintett D-dur, op.91-3 ◇ Anton Reicha 
Fl. 細川愛梨（4年）　Ob. 荒木奏美（4年）　Cl. 片山貴裕（3年）　Hr. 庄司雄大（4年）　Fg. 草野雅行（4年）

ラウデス ◆ バック
Laudes ◇ Jan Bach
Trp. 鶴田麻記（3年）　金子美保（3年）　Hr. 小山 桜（4年）　Trb. 髙瀨新太郎（3年）　Tuba. 田村優弥（院3年）　

弦楽四重奏曲 変ホ長調 作品127 ◆ ベートーヴェン
Streichquartett Es-dur, op.127 ◇ Ludwig van Beethoven
Vn. 石田紗樹（院3年）　三輪莉子（院1年）　Va. 樹神有紀（院3年）　Vc. 飯島哲蔵（院1年）

弦楽四重奏曲 第2番 イ短調 作品51の2 ◆ ブラームス
Streichquartett Nr.2 a-moll, op.51-2 ◇ Johannes Brahms
Vn. 小川響子（院1年）　戸原 直（院1年）　Va. 古賀郁音（院1年）　Vc. 伊東 裕（院1年）

弦楽四重奏曲 第1番 「クロイツェル・ソナタ」 ◆ ヤナーチェク
String Quartet No.1 “Kreutzer sonata” ◇ Leoš Janá ek
Vn. 岡谷恵光（院2年）　大倉礼加（院2年）　Va. 石田紗樹（院3年）　Vc. 田邊純一（院3年）

ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 作品32 ◆ アレンスキー
Piano Trio No.1 in d minor, op.32 ◇ Anton Stepanovich Arensky
Vn. 清水公望（院2年）　Vc. 飯島哲蔵（院1年）　Pf. 水谷桃子（院2年）

ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25 ◆ ブラームス
Klavierquartett Nr.1 g-ｍoll, op.25 ◇ Johannes Brahms
Vn. 倉冨亮太（院2年）　Va. 戸原 直（院1年）　Vc. 福本真琴（院2年）　Pf. 矢野雄太（院1年）

2016年

2 月6日（土）  14：00開演（13：30開場）

藝大定期 室内楽 第42回 / Geidai Chamber Music Concert No.42

※スケジュール・曲目・出演者等は都合により変更となる
　場合がありますので、ご了承ください

第１日

木管五重奏曲 変ホ長調 作品88の2 ◆ ライヒャ
Quintett Es-dur, op.88-2 ◇ Anton Reicha
Fl. 八木瑛子（3年）　Ob. 塚本瑶子（3年）　Cl. 田村知子（3年）　Hr. 岡田彩愛（3年）　Fg. 古谷拳一（3年）

木管五重奏曲 ◆ タファネル
Quintette ◇ Paul Taffanel
Fl. 山本 葵（院1年）　Ob. 山本 楓（院1年）　Cl. 福島広之（院2年）　Hr. 田中みどり（院1年）　Fg. 柿沼麻美（院3年）

トルスⅤ ◆ 三善 晃
Torse Ⅴ ◇ Akira Miyoshi
Per. 桜井愛姫（4年）　金井麻理（4年）　廣 政志（4年）

木管六重奏曲 ◆ プーランク
Sextuor pour piano, flûte, hautbois, clarinette, basson et cor ◇ Francis Poulenc
Fl. 齋藤志野（院2年）　Ob. 荒川文吉（院2年）　Cl. 吉野美香（院2年）　Hr. 吉澤夏未（別2年）　Fg. 柿沼麻美（院3年）　Pf. 黒岩航紀（院2年）

ホルン三重奏曲 変ホ長調 作品40 ◆ ブラームス
Trio für Klavier, Violine und Horn Es-dur, op.40 ◇ Johannes Brahms 
Hr. 小山 桜（4年）　Vn. 岸本萌乃加（4年）　Pf. 白河俊平（4年）

弦楽三重奏曲 ト長調 作品9の1 ◆ ベートーヴェン
Streichtrio G-dur, op.9-1 ◇ Ludwig van Beethoven
Vn. 小林壱成（3年）　Va. 有田朋央（3年）　Vc. 伊東 裕（院1年）

弦楽四重奏曲 へ長調 ◆ ラヴェル
Quatuor en fa majeur ◇ Maurice Ravel
Vn. 大澤愛衣子（4年）　河裾あずさ（院2年）　Va. 森 朱理（院2年）　Vc. 稲本有彩（4年）

2016年
2 月7日（日）  14：00開演（13：30開場）第２日

徒歩10分

徒歩15分

交通案内
JR上野駅（公園口）・JR鶯谷駅（南口）、
東京メトロ千代田線根津駅より

京成線上野駅、
東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より

台東区循環バス「東西めぐりん」
　❷上野駅・上野公園から（東京芸術大学経由）
　　東京芸術大学 下車［30分間隔］
※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください
所在地：〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 
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