
2020.11. 8 sun
15:00 開演 （14:15 開場）

東京藝術大学奏楽堂 [大学構内］
入場料 2,000 円　全席指定
※ 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。

J.S.バッハ ： 《パッサカリア》 ハ短調 BWV 582
Johann Sebastian Bach (1685-1750) :  Passacaglia in c, BWV 582  ＜Organ＞                  

C.Ph.E.バッハ ： 《スペインのフォリアによる12の変奏》
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) : 12 Variations auf die Folie d'Espagne ＜Cembalo＞ 

G.フレスコバルディ ： 《ロマネスカのアリアによるパルティータ》
Girolamo Frescobaldi (1583-1643): Partita sopra l'aria della Romanesca ＜Cembalo+Positiv＞  

J.S.バッハ/大塚直哉編曲 ：
Johann Sebastian Bach ‒ arr.by Naoya Otsuka :
《無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番》BWV1004より〈シャコンヌ〉
 Ciaccona in a from “Partita No. 2” , BWV 1004 ＜Cembalo＞

J.アラン：《クレマン・ジャヌカンの主題による変奏曲》
Jehan Alain (1911-1940) : Variations sur un thème de Clément Janequin ＜Organ＞

F.クープラン：《フランスのフォリア、または色とりどりのドミノ》
François Couperin (1668-1733) : Les Folies françoises,ou les Dominos ＜Cembalo＞ 

武満 徹：《夢見る雨》                                                       
Toru Takemitsu (1930-1996) : Rain Dreaming ＜Cembalo＞

J.ジョンゲン：《英雄ソナタ》
Joseph Jongen (1873-1953) : Sonata eroica ＜Organ＞   
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♦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 https://t.pia.jp  《Pコード：188-743》
♦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/ticket 
♦イープラス(e+)　https://eplus.jp

［チケット取り扱い］ 10月21日（水）発売

- 装いを変える音 -

主催：東京藝術大学演奏藝術センター・東京藝術大学音楽学部

♢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　https://www.geidai.ac.jp

［お問い合わせ］

※当日券の販売はありません。

※お客様にはコロナウイルス感染対策にご協力をお願いいたします。ご来場に先立ち裏面のお願い事項を必ずご覧ください。



オルガン  廣江 理枝　　Organ  Rie HIROE 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オルガニスト。東京藝術大学大学院、ハノーファー音大、シュトゥットガルト音大修了。仏・シャルトルほか各国のコンクー
ルで優勝ののち、欧州を中心に演奏活動。2007年より東京藝術大学オルガン科主任。海外での演奏会・コンクール審
査員・マスタークラス講師として招聘も多い。東京藝術大学教授。一社）日本オルガニスト協会理事。

チェンバロ  大塚 直哉　　Cembalo  Naoya OTSUKA
東京藝術大学、アムステルダム音楽院卒業。チェンバロ、クラヴィコード、オルガンの奏者として活発な活動を行うほ
か、これらの楽器に初めて触れる人たちのワークショップを各地で行っている。東京藝術大学教授、NHK「古楽の楽し
み」案内役。

映像  植村真　　 Videoart  Makoto UEMURA
美術家、演出家。名古屋造形大学卒業、東京藝術大学美術学部大学院先端藝術表現専攻修了。非劇場空間での舞
台演出を主に行い、近年は照明や映像としても国内外の領域を横断したアーティストと協働する。演奏藝術センター
教育研究助手。

　音の世界は、時の芸術。生きとし生けるものの営みのように、一瞬たりとも歩を止めず絶えず変化して
いきます。しかし、変わらないものも存在します ― それは、変奏曲において「主題」とよばれる音の
集まりです。曲を通じてその本質を変えず、装いを様々に変化していくさまざまな主題と変奏。今年の
上野の森オルガンシリーズでは「変奏曲」を取り上げ、神秘的なヴァリエーション（変奏曲）の世界を、
オルガン・チェンバロ・映像で展開します。
　前半は、ルネッサンス・バロック時代の舞曲形式によるオスティナートバス主題の代表的な作品、
後半は、現代までの幅広い時代から、モノクロから極彩色までのカラフルな変奏ワールドをお届けし
ます。ぜひお聴きください。
                                  　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  東京藝術大学音楽学部器楽科オルガン専攻主任・教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廣江理枝
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©Ayane Shindo

東京藝術大学 奏楽堂〔大学構内〕
〒110-8714　 東京都台東区上野公園 12-8
交通のご案内
■JR 上野駅 ( 公園口 )・鶯谷駅 ( 南口 )
   東京メトロ千代田線根津駅 より 徒歩 10 分
■京成線京成上野駅
   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。

※新型コロナウイルス感染予防対策に伴い、公演の開催・内容・出演者などは予告なく変更となる場合がございます。最新の情報を藝大
ホームページでご確認ください。公演に際しては出演者・スタッフの体調管理、入場者数の制限や換気など必要な感染対策を取り実施い
たしますが、ご来場のお客様にも「体調管理・手指消毒・マスク着用」など、感染対策へのご協力をお願いしております。なお「37.5度
以上の発熱、咳・呼吸困難、全身の倦怠感その他体調に不安のある方」「新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方」、「マ
スクを着用されない方」その他主催者の判断により入場をお断りいたします（感染対策の詳細は藝大のホームページ、会場掲示または当
日配布のご案内などをご参照ください）。




