たくさんのグループからオーディシ
たくさんのグループからオーディションで選ばれた優秀な学生たちによ
シ ョンで
で 選ばれた優秀な学生たちによ
学生たちによ
よ
る演奏会
る演奏会。
若いアーティスト達が織りなすアンサンブルの醍醐味を存分にお楽しみ
ください。

第１日

2020年

2月1日（土）
14:00 開演（13:30 開場）
第２日

2020年

2月2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： １
２月１
１日
（水）販売開始
ヴォートル・チケットセンター
TEL：03-5355-1280 http://ticket.votre.co.jp/
チケットぴあ
TEL：0570-02-9999《P コード 170-303》 https://t.pia.jp/
藝大アートプラザ（店頭販売のみ）
TEL：050-5525-2102
東京文化会館チケットサービス
TEL：03-5685-0650 https://www.t-bunka.jp/tickets/
イープラス（e+）
https://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 https://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46回 / Geidai Chamber Music Concert No.46
第１日

2020年

2 月 1 日（土）

14：00開演（13：30開場）

四重奏曲 ◆ ヴィラ=ロボス Quartet ◇ Heitor Villa-Lobos
Fl. 内田彩菜美（院1年）

Ob. 笹平幸那（院1年）

Cl. 三界達義（院1年）

Fg. 渡邊眞理愛（院1年）

金管五重奏のための4つのスケッチ ◆ プログ Four Sketches for Brass Quintet ◇ Anthony Plog
Tp. 三村梨紗（4年） 平山あかり（4年）

Hr. 鈴木悠弘（4年）

Tb. 岩瀨麟之介（4年）

Tu. 小林優希也（4年）

弦楽四重奏曲 ヘ短調 作品20の5 ◆ ハイドン Streichquartett f-moll, op.20-5 Hob.Ⅲ:35 ◇ Joseph Haydn
Vn. 菊川穂乃佳（2年） 清水里彩子（2年）

Va. 田口夕莉（2年）

Vc. 湯原麻衣（2年）

弦楽四重奏曲 ニ長調 作品18の3 ◆ ベートーヴェン Streichquartett D-dur, op.18-3 ◇ Ludwig van Beethoven
Vn. 吉本萌慧（4年） 下野園ひな子（4年）

Va. 古田泰一（院1年）

Vc. 神倉辰侑（別2年）

弦楽四重奏曲第3番 イ長調 作品41の3 ◆ シューマン Streichquartett Nr.3 A-dur, op.41-3 ◇ Robert Schumann
Vn. 堀

真亜菜（院1年） 山本佳輝（院1年）

Va. 桂田光理（4年）

Vc. 安保有乃（院1年）

ピアノ、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットのための五重奏曲 ◆ カプレ Quinttet pour piano, ﬂûte, hautbois, clarinette et basson ◇ André Caplet
Fl. 山本

英（3年）

Ob. 松本純奈（3年）

Cl. 瀬

千惠美（3年）

Fg. 長田和樹（3年）

Pf. 河尻広之（3年）

ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44 ◆ シューマン Klavierquintett Es-dur, op.44 ◇ Robert Schumann
Vn. 岩﨑弓乃（4年） 木ノ村茉衣（4年）

第２日

Va. 栗林衣李（4年）

Vc. 小林世佳（5年）

Pf. 千葉遥一郎（4年）

2020年

2 月 2 日（日）

14：00開演（13：30開場）

典礼形式による四重奏曲 ◆ シャルパンティエ

Quatuor de forme liturgique ◇ Jacques Charpentier

Tb. 伊藤大智（3年） 松ヶ野土筆（3年） 笠間勇登（2年）

世俗と神聖な5つの踊り ◆ トマジ
Fl. 松田めぐみ（4年）

Cinq danses profanes et sacrées ◇ Henri Tomasi

Ob. 芳野円香（4年）

Cl. 林

みのり（4年）

弦楽四重奏曲 ヘ短調 作品95 ◆ ベートーヴェン
Vn. 蔭井清夏（4年） 木村瑠菜（4年）

BTb. 大関一成（2年）

Va. 伴野

Hr. 松原秀人（4年）

Fg. 神子島あかり（4年）

Streichquartett f-moll, op.95 “Serioso” ◇ Ludwig van Beethoven

燎（4年）

Vc. 池松

隆（4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 ◇ Johanes Brahms

Vn. 栗林衣李（4年） 萩原安里紗（4年）

Vc. 梶原葉子（4年）

Va. 桂田光理（4年）

ピアノ三重奏曲 イ短調 ◆ ラヴェル
Vn. 野口わかな（4年）

Trio pour piano, violon et violoncelle en la mineur ◇ Maurice Ravel

Vc. 下島万乃（4年）

Pf. 尾城杏奈（4年）

ピアノ四重奏曲 第3番 ハ短調 作品60 ◆ ブラームス
Vn. 齋藤

碧（4年）

Va. 山本佳輝（院1年）

Klavierquartett Nr.3 c-moll, op.60 ◇ Johanes Brahms

Vc. 下島万乃（4年）

Pf. 市橋茉莉（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

※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

