
たせたのは決して萎えることのない心の力であり、芸術はいつもその瞬間に寄り添うワク
チンであり続けた。音楽を奏でる一つ一つの音、イメージを作る線や色彩、人々に問いか
ける言葉の塊、それらは危機に跪こうとする私たちにもう一度立ち上がる力を与えてきた。
　今年の藝大アーツイン丸の内は、心のワクチンとしてのアートの力を力強く発信してい
きたい。

伊東順二（東京藝術大学社会連携センター特任教授、総合プロデューサー）

　今、この時、この瞬間にもコロナで苦しみ、命を奪われる人々が世界中で後を立たない。
それを行きすぎた人間の文明活動への警鐘だという人もいるだろうが、恢復する確実な
方法も見つからぬまま人々が長い間かけて築き上げてきた地球のつながりそして日々の
営み、明日への希望の多くを奪っていることは事実である。その現実を前にして、私た
ちを別の病が蝕もうとしている。絶望である。世界規模の危機を前にして自らの力の無
さばかりに目を留め可能性を信じる力を時として人は忘れてしまう。
　歴史を振り返っても、このようなパンデミックの時代に私たちを未来へと再び奮い立た
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12:00▶12:30
大手町ARTLAB
グッドデザイン賞
受賞記念コンサート
Sop.  岡田愛
Sop.  金持亜実
Ten.   金沢青児
Bass  関口直仁
Piano善養寺彩代

12:00▶13:00
学生企画①
『日本舞踊～十人十色～』
1.義太夫 「寿式三番叟」 
2.奏風楽 「花影風韻 ̶つばくらめ̶」 
3. 大和楽 「河」
4.清元 「六玉川」

14:00▶15:00
学生企画②『創作日本舞踊
 ̶箏の演奏にのせて̶ 』
『長唄の世界 in 丸の内』
1.箏曲生田流・日本舞踊
　 「さくら変奏曲」
2. 長唄 楽器紹介＋ 演奏「勧進帳」

16:00▶17:00
学生企画③
『和の音が描く日本の景色』
1. 山田流「岡康砧」
2. 尺八「紅葉」
3. 生田流「琉球民謡による組曲」

18:30▶19:20
学生企画④
「づーま2020 in 丸の内」
『恋積雪廓話』

花柳輔太朗准教授
プロデュースによる
邦楽科パフォーマンス

イベントスケジュール

13:00▶13:30
オープニングセレモニー
①邦楽オープニングパフォーマンス
②開会宣言
③オープニングトーク
④オープニング記念コンサート
　独奏ヴァイオリン：澤和樹
　　（東京藝術大学学長）
   指揮：千住明
　　（東京藝術大学特任教授）
　演奏：SENJU LAB Ensemble
⑤三菱地所賞授賞式

18:00▶18:30
GEIDAI JAZZ NIGHT
Sax. 楠瀬亮
Pno. 布施音人
Bass. 米光椋
Dr. 安藤巴

12:00▶12:30
GEIDAI CLASSIC①
江口クラス
石坂奏（修士 3 年）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番
　　　　　「月光」Op. 27‒2 嬰ハ短調
波田紗也歌（学部 3 年）
ヘンデル：シャコンヌ　HWV435
ドビュッシー：「前奏曲集」第1集より 
　　4.音と香りは夕暮れの大気に漂う
渡邉友梨香（学部 3 年）
ショパン：バラード第４番 Op. 52

12:00▶12:30
GEIDAI CLASSIC②
有森クラス
伊達広輝（学部３年）
チャイコフスキー：四季 Op.37bisより 
 　　10月｢秋の歌｣
ショパン：エチュード ホ短調 作品25-5
ショパン：ノクターン第13番 ハ短調 Op.48-1
小林小百合（学部 4 年）
バッハ＝ブゾーニ：無伴奏ヴァイオリンの
ためのパルティータ第2番より「シャコンヌ」

12:00▶12:30
GEIDAI CLASSIC③
青柳クラス
八部陽菜（学部 3 年）
リスト：２つの演奏会用練習曲 S. 145 R. 6
ラヴェル：「クープランの墓」より トッカータ
包原麻依子（博士 4 年）
リスト：スペイン狂詩曲 S. 254

14:00▶17:00
藝大オークション 2020
powered by AGホールディングズ

12:00▶12:30
SENJU LAB presents
アルパカベース
with 内田早紀
コントラバスとハープのデュオが
織り成す癒しの音色とアートとの調和

19:30▶20:30
丸の内ワーカーによる
「金曜日のピアニスト」
講師：渡邊健二教授
（東京藝術大学音楽学部教授）
出演：丸の内ワーカー

14:30▶15:30
三菱地所賞
受賞記念インタビュー

16:30▶17:40
「アートワクチン©」舘鼻則孝賞
「生音楽絵本」
川畑那奈（先端芸術表現 4年）

18:00▶18:30
「アートワクチン©」伊東順二賞
「NKPM」
若田勇輔 （デザイン 修士2年）
田村正樹 （油画 修士1年）

18:00▶18:30
「アートワクチン©」事務局賞
「BORDERLESS ARTISTS」
杉原有香（建築 2 年）

18:30▶20:00
三菱地所賞受賞リサイタル①
トランペット：三村梨紗
（伴奏：下田 望）
M. ビッチ「ドメニコ・スカルラッティの
  主題による４つの変奏曲」
J. B. G. ネルーダ 「トランペット協奏曲」  ほか

18:30▶20:00
三菱地所賞受賞リサイタル②
ピアノ：千葉遥一郎
バルトーク「ピアノ・ソナタ Sz.80」
シューマン「交響的練習曲 作品13」ほか

18:30▶20:00
三菱地所賞受賞リサイタル③
作曲：冷水乃栄流
箏：森梓紗、長谷由香、小林甲矢人
笙：東田はる奈
冷水乃栄流「泡沫リバース 箏と笙のための」
「桜フラグメンツ 箏三重奏のための」ほか

18:30▶20:00
三菱地所賞受賞リサイタル④
ヴァイオリン：野口わかな
（伴奏：山崎早登美）
ドビュッシー「ヴァイオリン・ソナタ」
サン＝サーンス
　　「序奏とロンド・カプリチオーソ」ほか

18:30▶20:00
三菱地所賞受賞リサイタル⑤
声楽：秋本悠希、 松原みなみ
（伴奏：千葉かほる、圓谷俊貴）
ツェムリンスキー
「トスカーナ地方の民謡によるワルツの歌」
シェーンベルク「４つの歌曲」ほか

13:00▶14:30
第５回母学会議
「スマートシティとＡＩゆりかご」
東京藝術大学COI拠点×
名古屋大学モビリティ社会研究所

18:00▶18:30
「アートワクチン©」秋元康 賞
「あつまれ！長唄の動物たち」
三井千絵（長唄 修士 2 年）

18:00▶19:00
「アートワクチン©」千住明 賞
「移動遊園地
ーthe Traveling Carnival ー」
大関一成（器楽科 3 年）

11:45▶12:00
邦楽ガラ
オープニングトークイベント
伊東順二× 花柳輔太朗

15:30▶16:00
ハコスコ
プレゼンテーション


