室内楽第45回
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グループで編成されています。
フレッシュな演奏家達の、熱く洗練されセンスに満ち溢れた表現を存分に
お楽しみください。

第１日

2019年

2月2日（土）
14:00 開演（13:30 開場）
第２日

2019年

2月3日（日）
14:00 開演（13:30 開場）

東京藝術大学奏楽堂（大学構内）
入場料：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：
東京藝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 133-378》 http://t.pia.jp/
イープラス（e+）
http://eplus.jp/

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

※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。

藝大定期 室内楽 第45回 / Geidai Chamber Music Concert No.45
第１日

2019年

2 月 2 日（土）

14：00開演（13：30開場）

セレナーデ ヘ長調 作品12 ◆ コダーイ Serenade in F major, op.12 ◇ Zoltán Kodály
Vn. 大倉佳栄（院1年） 大澤理菜子（院2年）

Va. 井上祐吾（院1年）

金管五重奏のためのノーコメント ◆ フィラス No Comment for Brass Quintet ◇ Juraj Filas
Tp. 飛田遥香（4年） 髙松圭佑（2年）

Hr. 橋本佑香（4年）

Tb. 安久津理子（4年） Tu. 松田

隼（4年）

金管五重奏曲 第2番 ◆ リンコラ Brass Quintet No.2 ◇ Jukka Linkola
Tp. 大山哲史（4年） 米本紋子（4年）

Hr. 信末碩才（4年）

Tb. 石村源海（3年）

Tu. 山本昂生（4年）

弦楽四重奏曲 ハ長調 作品20の2 ◆ ハイドン Streichquartett C-dur, op.20-2 Hob.Ⅲ:32 ◇ Joseph Haydn
Vn. 竹本百合子（2年） 辻

純佳（2年）

Va. 中村詩子（2年）

Vc. 石井

奏（2年）

弦楽四重奏曲 変ホ長調 作品64の6 ◆ ハイドン Streichquartett Es-dur, op.64-6 Hob.Ⅲ:64 ◇ Joseph Haydn
Vn. 岸本萌乃加（院3年） 林

周雅（3年）

Va. 長田健志（6年）

Vc. 蟹江慶行（院2年）

ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 作品8 ◆ ブラームス Klaviertrio Nr.1 H-dur, op.8 ◇ Johannes Brahms
Vn. 中村友希乃（院1年）

Vc. 山根風仁（4年）

Pf. 横山瑠佳（院1年）

ピアノ四重奏曲 第2番 変ホ長調 作品87 ◆ ドヴォルザーク Piano Quartet No.2 in E♭ major, op.87 ◇ Antonín Dvo㶣ák
Vn. 柘植彩音（院2年）

Va. 松岡百合音（院2年）

Vc. 河野明敏（院1年）

Pf. 木内夕貴（院2年）

ピアノ五重奏曲 ヘ短調 作品34 ◆ ブラームス Klavierquintett f-moll, op.34 ◇ Johannes Brahms
Vn. 北川千紗（4年） 片山
第２日

遥（4年）

Va. 野澤

匠（院3年）

Vc. 久保田佑里（4年）

Pf. 武岡早紀（4年）

2019年

2 月 3 日（日）

14：00開演（13：30開場）

サードコンストラクション ◆ ケージ

Thrid Construction ◇ John Cage

Per. 岡田満里子（3年） 麻生弥絵（4年） 北島友心（2年） 彌永和沙（4年）

木管五重奏曲 ◆ カーター
Fl. 松田めぐみ（3年）

Woodwind Quintet ◇ Elliott Carter

Ob. 芳野円香（3年）

木管五重奏曲 作品43 ◆ ニールセン
Fl. 鈴木美良乃（院1年）

Ob. 裵

Cl. 林

Cl. 福井

弦楽四重奏曲 ト長調 作品77の1 ◆ ハイドン

萌（院2年）

Fg. 神子島あかり（3年）

Va. 野澤

Hr. 梅島洸立（院1年）

Fg. 安井悠陽（院2年）

Streichquartett G-dur, op.77-1 Hob.Ⅲ:81 ◇ Joseph Haydn

Va. 竹本百合子（2年）

Vc. 原

弦楽四重奏曲 第6番 ヘ短調 作品80 ◆ メンデルスゾーン
Vn. 山本佳輝（4年） 内尾文香（4年）

Hr. 松原秀人（3年）

Wind Quintet op.43 ◇ Carl Nielsen

紗蘭（院1年）

Vn. 和田志織（2年） 吉澤知花（2年）

みのり（3年）

匠（院3年）

トロンボーン四重奏曲 作品117 ◆ ブルジョワ

宗史（2年）

Streichquartett Nr.6 f-moll, op.80 ◇ Felix Mendelssohn

Vc. 山根風仁（4年）

Trombone Quartet op.117 ◇ Derek Bourgeois

Tb. 岩瀬麟之介（3年） 石村源海（3年） 安久津理子（4年） 久保田和弥（3年）

ピアノ三重奏曲 第3番 ト短調 作品110 ◆ シューマン
Vn. 大光嘉理人（4年）

Vc. 岡本蒼馬（4年）

Pf. 水野貴文（4年）

ピアノ四重奏曲 第2番 ト短調 作品45 ◆ フォーレ
Vn. 齋藤

碧（3年）

Va. 山本佳輝（4年）

Klaviertrio Nr.3 g-moll, op.110 ◇ Robert Schumann

Quatour pour piano, violon, alto et violoncelle No.2 en sol mineur, op.45 ◇ Gabriel Fauré

Vc. 下島万乃（3年）

Pf. 川地咲由里（4年）

※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。

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

徒歩10分

京成線上野駅、
東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より

徒歩15分

台東区循環バス「東西めぐりん谷中行き」
❷上野駅入谷口
5-1 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

