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１  丸ビル 1F マルキューブ
時間 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目

5月3日（金・祝）

11:15-
12:00

東京藝術大学　
千住 明
スペシャルオープニング
コンサート

千住 明作曲、黛 まどか台本
曲目：オペラ「万葉集」～明日香風編  ～
二上山挽歌編  より抜粋

13:00-
13:30

東京藝術大学
＜ピアノ・
渡邊 健二クラス＞

当日発表

14:30-
15:00

東京藝術大学
＜ピアノ五重奏＞
野口 わかな (vn)
栗林 衣李 (vn)
伴野 燎 (va)
山本 大 (vc)　
青島 周平 (p)

ブラームス/ピアノ五重奏曲へ短調Op.34
より 第1、2、4楽章

16:00-
16:30

東京藝術大学
＜木管 三重奏＞
芳野 円香(ob)
村上 さくら(cl)
神子島 あかり(fg)

F.J.ハイドン/「ロンドン・トリオ」より 第1
楽章
D.ミヨー /コレットによる組曲
J.イベール/木管三重奏のための５つの小
品

17:30-
18:00

平井 元喜（p） J.S.バッハ (平井元喜編)/オルガン協奏曲 ニ
短調 BWV539　
平井元喜/百人一首による《音詩》(2016) より
シューベルト (リスト編): /リタニー (連禱) 　
ショパン/スケルツォ第１番 ロ短調 作品20

5月4日（土・祝）

11:30-
12:00

東京藝術大学
＜クラリネット四重奏＞
内山 智毬(cl,Bcl)
久保田 智巳(cl)
佐本 浩美(cl)
林 みのり(cl)

チャイコフスキー/「くるみ割り人形」組曲　
ボザ/ソナチネ
M.ヘンリー /バード・ウォッチング
ガーシュイン/アイ・ガッタ・リズム
真島俊夫/「レ・ジャルダン」より 
1.画家の庭

13:00-
13:30

東京藝術大学
＜弦楽五重奏＞
今岡 秀輝 (vn)
柳沢 開 (vn)
井上 祐吾 (va)
蟹江 慶行 (vc)
皆川 直輝 (cb)

ドヴォルザーク/弦楽五重奏曲第2番ト長
調Op. 77

14:30-
15:00

東京藝術大学
＜声楽・アンサンブルの世界＞
大田 茉里(S)
岡田 愛(S)
島内 菜々子(S）
平林 希乃美（S）
鷹野 景輔（T）
金沢 青児（T）
小池 優介（Br）
外崎 広弥（Br）
善養寺 彩代(p)

相澤直人/ぜんぶ
シューベルト/夜に
J.S.バッハ/主はイスラエルを御自身のし
もべと認め BWV243
ラター /エンジェルス・キャロル
ラター /ある木に咲いた花
ストップフォード/Lully, Lulla, Lullay
A.L.ウェーバー/Pie Jesu
ドヴォルザーク/家路
木下 牧子/あいたくて　

16:00-
16:30

東京藝術大学
＜ピアノ・迫昭嘉クラス＞
石井 里佳 (p)
村田 茉莉花 (p)
森崎 愛弓 (p)

当日発表

17:30-
18:00

辰巳 真理恵(S)
髙木 由雅（p）

C.グノー/歌劇『ロミオとジュリエット』より
「白いキジバトよ」「私は夢に生きたい」　
薮田 翔一/歌曲集『小倉百人一首』より 
ひさかたの　光のどけき　春の日に　しづこ
ころなく　花の散るらむ （紀友則）　
他

5月5日（日・祝）

11:30-
12:00

東京藝術大学
声楽（東京藝術大学）

当日発表

13:00-
13:30

東京藝術大学
＜サクソフォン八重奏＞
伊藤 洋夢(S.sax)
清水 舞花(S.sax)
外﨑 遥 (A.sax)
五島 知美 (A.sax)
嵐田 紀子 (T.sax)
蒙 和雅 (T.sax)
楠瀬 亮 (B.sax)
西村 魁 (B.sax)

真島俊夫/ラ・セーヌより 
III. アレクサンドル三世橋
H.ヴィラ＝ロボス/ブラジル風バッハ第1
番 より
F.メンデルスゾーン/交響曲第4番「イタリ
ア」より

時間 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目
14:30-
15:00

東京藝術大学
＜ピアノ・東誠三クラス＞
尾城 杏奈 (p)
木内 夕貴 (p)
蓑田 莉奈 (p)

リスト/ 巡礼の年 第2年「イタリア」より 「婚礼」 
S.161/R.10-1 A55 (尾城)
アルチュニアン/3つの音楽的絵画 (木内) 
1. 風は山脈を吹き抜けた　
2.アララト平地の夕べ　3. サスーンの踊り
ショパン/マズルカ嬰ハ短調Op.63-3 (蓑田)　
他

16:00-
16:30

松本 蘭（vn）
酒井 有彩（p）

ピアソラ/リベルタンゴ
バーンスタイン/ミュージカル「ウエスト・サイド・
ストーリー」より～トゥナイト　
チャイコフスキー /「メロディ」3つの小
品 Op.42 懐かしい土地の思い出より　
他 

17:30-
18:00

寺沢 希美（vn）
浅川 真己子(p)

ストラヴィンスキー /「イタリア組曲」より
メヌエットとフィナーレ
ヘス/ヴァイオリンと管弦楽のためのファ
ンタジー
モーツァルト/ヴァイオリンコンチェルト第
５番第１楽章

　

2  丸の内オアゾ 1F 〇〇広場
時間 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目

5月3日（金・祝）

12:15-
12:45

＜Chipped Horn＞
雨川 笑子（vn）
有賀 瞳（p）

グリーグ/ヴァイオリンソナタ 第3番
ハ短調op.45

13:45-
14:15

＜丸の内合唱団＞
指揮/高野 秀峰  
ピアノ/本間 めぐみ

コダーイ合唱曲より（アカペラ）
あいさつ (Koszonto) 
ハンガリーの民へ (A Magyarokhoz) 
バラッシ・バーリントの忘れられた歌 
(Balassi Balint Elfelejtett Enke)
ジプシーがチーズを食べる 
(Turot eszik a Cigany)
信長 貴富/混声合唱とピアノのための

「新しい歌」より 
新しい歌 （フェデリコ・ガルシーア・
ロルカ 詩） 
きみ歌えよ（谷川俊太郎 詩）
一詩人の最後の歌（ハンス・
クリスチャン・アンデルセン 詩）  

15:15-
15:45

伊藤 遼祐（p） ラヴェル/ミラージュ から「洋上の小舟」 
ラフマニノフ/ピアノソナタ 
第2番 変ロ短調op.36

16:45-
17:15

〈ヴァイオリン＆ピアノ〉
成原 奏（vn)
山崎 早登美（p)

ドヴォルザーク/ ｢4つのロマンティックな
小品｣ Op.75より 第１曲
サラサーテ/アンダルシアのロマンス 
サン=サーンス/死の舞踏　
他

18:15-
18:45

〈ピアノ連弾〉
石田 万紀（p)
吉橋 雅孝（p)

チャイコフスキー/組曲「くるみ割り人形」
op.71a より
　行進曲
　金平糖の踊り
　トレパーク
　中国の踊り
　花のワルツ
ガーシュイン/ラプソディ・イン・ブルー

5月4日（土・祝）

12:15-
12:45

＜VNAM Quartet＞
有海 友加里（p）
柘植 彩音（vn）
松岡 百合音（va）
安保 有乃（vc）

ハイドン/ピアノ三重奏曲 第39番 
ト長調 Hob.xv:25 第3楽章
ドホナーニ/セレナーデ 
ハ長調 op.10から 第5楽章  
モーツァルト/ピアノ四重奏曲 
第1番 ト短調 k.478から 第1・3楽章 

13:45-
14:15

＜Pianoduo nono ＞
有村 美智子（p） 
平林 由衣（p） 
 

シャブリエ/ミュンヘンの思い出
ブラームス/ハンガリー舞曲集 
Wo0.第1番、第4番 
チャイコフスキー /眠れる森の美女 
組曲 Op.66 より 「ワルツ」　　 

15:15-
15:45

〈フルート＆ギター〉
大塚 茜（fl)
山下 俊輔(gt)

ピアソラ/タンゴの歴史
イベール/間奏曲 
バッハ/ソナタ
他 

時間 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目
16:45-
17:15

〈ピアノ五重奏〉
浅村 佳代（vn)
野口 紗良(vn)　
大田 絢(va)
飯島 哲蔵(vc)
石川 武蔵(p)

ドヴォルザーク/ピアノ五重奏曲 
第2番 イ長調 Op,81（全四楽章）

5月5日（日・祝）

12:15-
12:45

＜上野学園大学＞
コジャ 美奈（p）
森 彩華（p）

ラヴェル/鏡から
「2.悲しい鳥たち」 「4.道化師の朝の歌」 
ドヴォルザーク/スラブ舞曲集から
op.46-8 72-2
ガーシュイン/ラプソディー・イン・ブルー 

13:45-
14:15

高木 直樹（p） アルベニス/スペインの歌 op.232から
「アストゥリアス」「コルドバ」「セギディーリヤ」
ヒナステラ/クリオージョ舞踏組曲 
op.15 

15:15-
15:45

木村 友梨香（p) ショパン/舟歌 嬰ヘ長調 Op.60 
リスト/巡礼の年 第2年への追加 
 「ヴェネツィアとナポリ」S.162　 
1.ゴンドラを漕ぐ女 
2.カンツォーネ
3.タランテラ　　

16:45-
17:15

奥田 なな子（vc)
井村 理子（p)

ドビュッシー/金色の魚
プーランク/チェロ・ソナタより  
Ⅱ. Cavatine,  Ⅲ. Ballabile　
ピアソラ/リベルタンゴ　

18:15-
18:45

〈マリンバ＆ピアノ〉
稲瀬 祐衣（mar）
佐藤 佑美（p)

モンティ/チャールダッシュ　
ラヴェル/亡き王女のためのパヴァーヌ
ピアソラ/リベルタンゴ
他　

丸の内エリアコンサ-ト スケジュ-ル  5 ⁄ 3・5 ⁄ 4・5 ⁄ 5
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整理券

整理券

4月22日（月）
＠大手町仲通り
12:00-12:30 ／ 18:00-18:30

千住 明作曲、黛 まどか台本
曲目：オペラ「万葉集」〜明日香風編  〜二上山挽
歌編  より抜粋
ソリスト：調整中
オーケストラ：TOKYO ART ORCHESTRA
合唱：SENJU LAB Choir
指揮：千住明

5月4日（土・祝）
＠丸ビル
17:30-18:00

5月5日（日・祝）
＠丸ビル
17:30-18:00

5月3日（金・祝）
＠丸ビル
17:30-18:00

5月5日（日・祝）
＠丸ビル
16:00-16:30

昭和音楽大学出身の4人に
よって構成されたサクソフォ
ン四重奏団。色彩豊かなサ
ウンドと個性を生かし、音楽
で一人でも多くの人に幸せを
届けたいという信念を持って
演奏活動を行なっている。

作曲家。1960年東京生まれ。東京藝術大学作曲
科卒業、同大学院修了。代表作にピアノ協奏曲「宿
命」（ドラマ「砂の器」劇中テーマ曲）、オペラ「万葉集」

「滝の白糸」、「カレンダー組曲」等。ドラマ「風林火山」
映画「追憶」アニメ「Vガンダム」等多くの映像音楽も
担当。受賞歴多数。東京藝術大学特任教授。

東京音楽大学、大学院
修了。透き通る清らかな
歌声に父親譲りの芝居
心を兼ね備えた今後を
期待される若手ソプラノ。
昨年キングレコードより１
stアルバムをリリース。

桐朋学園大学卒業。数多
くのオーケストラとソリストと
して協演する。日本とスペイ
ン交流400周年記念事業
で公演を行う他、日露文化
交流公演でマリインスキー
劇場にて公演。

英国王立音楽院演奏家ディ
プロマコース卒業。世界的
に著名なザルツブルク音楽
祭のコンチェルトソリストコン
クール優勝など、国内外のコ
ンクールで多数受賞。透明
でキラキラした音色が魅力。

コンサート・ピアニスト、
作曲家。1994年より外
務省および国際交流基
金の派遣により芸術使
節として数多くの海外公
演を行う。スタインウェ
イ・アーティスト。

Adam

千住 明　Akira SENJU

辰巳 真理恵

松本 蘭

寺沢 希美 

平井 元喜

5月5日（日・祝）
＠丸ビル
16:00-16:30

酒井 有彩
ピアニスト

丸の内仲通り
（国際ビル前）

丸の内仲通り
（二重橋スクエア前）

©井村重人

18:30-
19:30

丸の内フェスティバルシンガーズ＆丸の内交響楽団
総監督・指揮/岸本 祐有乃　演出/田中 維子
ヴィオレッタ/高品 綾野　フローラ/浪川 佳代　アルフレード/直野 良平　
ジェルモン/直野 資　ガストーン/志摩 大喜　バローネ/菅生 悠太
マルケーゼ/平賀 僚太　ナレーション/アンジェロ デ ローザ 
合唱／丸の内フェスティバルシンガーズ　オーケストラ/丸の内交響楽団

ヴェルディ/歌劇「椿姫」（ハイライト）

　

GWのイベントの写真や動画をSNSで投稿しよう！
♯丸の内GW ♯丸の内ドットコム 

@marunouchi_com全てを入れてSNSで投稿してね！
インスタは写真タグ付け+ハッシュタグでもOK！

写真や動画をWEBサイト「 marunouchi.com」でもご紹介！

5月3日（金・祝）〜 5月5日（日・祝）の『丸ビル 1Fマルキューブ』『丸の内オアゾ 
1F○○広場』『東京ビルTOKIA 1Fガレリア』の3 会場の椅子席での観覧につきまし
ては、当日会場で配布されます整理券が必要となります。
　
配布時間
●各会場、初回公演分は公演開始1時間30分前から配布。
●2回目以降の公演は前公演の開始時間から配布。

観覧整理券について整理券

詳しくは
こちらをチェック！

15 16



3  新丸ビル 3F アトリウム
時間 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目

5月3日（金・祝）

13:00-
13:30

〈クラリネット＆ピアノ〉
伊藤 実紗（cl)
北田 法子（p）　　

ドビュッシー /アラベスク 第１番 
ブラームス/クラリネットソナタ 
第1番 Op.120-1 へ長調  

14:30-
15:00

〈ヴァイオリン＆ピアノ〉
永井 公美子（vn）
矢島 愛子(p)

シューマン/ロマンス Op94-2
ビュータン/アメリカの思い出
グリーグ/春に寄す 
チャイコフスキー /メロディー
バルトーク/ルーマニア民族舞曲  

5月4日（土・祝）

13:00-
13:30

〈ヴァイオリン＆ピアノ〉
加藤 由佳（vn）
梅村 百合（p）

リムスキーコルサコフ=クライスラー/ア
ラビアの歌「シェヘラザード」第３楽章より
ブラームス/ヴァイオリンソナタ 
第１番 Op.78「雨の歌」より第１楽章　
クライスラー/アロハオエ
クライスラー/中国の太鼓
クライスラー/ロンドンデリーの歌

5  丸の内仲通り（二重橋スクエア前）／三菱一号館広場　※雨天中止

時間・会場 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目
5月3日（金・祝）

12:15-12:45 ／13:00-13:30
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

関島 種彦(vn)　大野 慎矢(accordion) ベラ・バルトーク/小品から数曲　
他

13:45-14:15 ／14:30-15:00
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

＜Megumi ♡ Kei＞
若林 愛(cl)　天野 恵(vn)

当日発表

5月4日（土・祝）

12:15-12:45 ／13:00-13:30
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

＜クラリネット・アンサンブル「プチ・パヴィヨン」＞
大沼 博子(cl)　添石 紗静(cl)　尾方 優佳(cl)

モーツアルト/「３本のクラリネットのための嬉遊曲」
ガーシュイン/「パリのアメリカ人」メドレー　
他

13:45-14:15 ／14:30-15:00
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

＜クラリネット・アンサンブル「グラン・パヴィヨン」＞
田中 正敏(cl)　郡 尚恵(cl)　竹内 未緒(cl)

モーツアルト/「３本のクラリネットのための嬉遊曲」
ガーシュイン/「パリのアメリカ人」メドレー　
他    

5月5日（日・祝）

12:15-12:45 ／13:00-13:30
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

ペレ・ヨヴァノフ (vc) シューベルト/セレナーデ
他 

13:45-14:15 ／14:30-15:00
二重橋スクエア前／三菱一号館広場

＜URBAN SAXOPHONE QURATET＞　
千葉 一喜(sax)　小林 浩子(A.sax)　
中村 優香(T.sax)　中村 賢太郎(B.sax)

ドヴォルザーク/アメリカ
バルトーク/ルーマニア民族舞曲　
他

ヘブンアーティスト＆街角に音楽をスケジュール　※雨天時会場：丸ビル1Fマルチューブ/丸の内オアゾ1F◯◯広場

時間・会場 出演者（楽器略称） 内容
5月6日（月・振休）

13:00-13:30 ／15:00-15:30
丸の内仲通り（丸ビル前）／丸の内仲通り（国際ビル前）

めりこ ポールダンス

13:00-13:30 ／14:30-15:00
丸の内仲通り（国際ビル前）／丸の内仲通り（丸ビル前）

STILTANGO 足長ウォーキング＆タンゴ

13:30-14:00 ／15:30-16:00
丸の内仲通り（国際ビル前）

関島 種彦（vn）
大野 真矢（accordion）
宮坂 洋生（cb）

当日発表

13:30-14:00 ／15:30-16:00
丸の内仲通り（二重橋スクエア前）／丸ビル1Ｆマルキューブ

紙磨呂 マジック

14:00-14:30 ／15:30-16:00
丸の内仲通り（丸の内ブリックスクエア前）

村松 湧太 尺八演奏

14:00-14:30 ／15:30-16:00
丸ビル1Ｆマルキューブ／丸の内仲通り（二重橋スクエア前）

セ三味ストリート 肉体派津軽三味線パフォーマンス

6  丸の内仲通り（国際ビル前）　※雨天時会場：国際ビル1Fエントランス

時間・会場 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目
5月3日（金・祝）

13:00-13:30 ／15:15-15:45 Tsukasa(vn) V.モンティ/チャルダッシュ　
他 

5月4日（土・祝）

13:00-13:30 ／15:15-15:45 MODEA with Tsukasa　
一丸 聡子(per)　田中 葵(p)　Tsukasa(vn)

ホルスト/ジュピター　
他 

5月5日（日・祝）

13:00-13:30 ／15:15-15:45 ＜YUAN＞
AO（p）　YUN(vc)

バッハ/平均律クラヴィーア曲集より抜粋　
他

時間 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目
14:30-
15:00

〈ソプラノ＆ピアノ〉
岩下 晶子（s）
武井 涼子（s）
田中 健（p）

アーレン/「オズの魔法使い」より 
虹の彼方に 
コープランド/「テンダーランド」より 
ローリーの歌  
グリーク/叙情小曲集 第６集より 
"望郷"  Op.57-6
高田三郎/市の花屋　
ウィルシュ＆ティーガン/オー・シャン
ゼリゼ  
ホルスト/組曲「惑星」“木星”より 
我は汝に誓う、我が祖国よ
バーンスタイン/「ウェストサイド物語
より アメリカ

5月5日（日・祝）

13:00-
13:30

〈フルート＆ピアノ〉
原田 詩子（fl）
浅賀 優子（p）

ゴーベール/ファンタジー
メシアン/クロウタドリ　
ピアソラ/オブリビオン
ドップラー /ハンガリー田園幻想曲　

14:30-
15:00

〈ヴァイオリン＆ピアノ〉
小林 倫子（vn）
津嶋 啓一（p）

ウィリアムズ/
グリーンスリーブス による幻想曲
スタンフォード/
アイルランド狂詩曲 第6番 Op.191　
サン=サーンス/
序奏とロンド・カプリチョーソ Op.28　

7  大手町仲通り　〜 LFJプレコンサート〜　※雨天時会場：大手町フィナンシャルシティ1Fアトリウム

時間 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目
4月22日（月）

12:00-12:30 ／18:00-18:30　　　 ＜Adamサクソフォーン四重奏＞
山下 友教(S.sax)　田口 雄太(A.sax)
野原 朝宇(T.sax)　奥野 祐樹(B.sax)

当日発表

4  東京ビルTOKIA 1F ガレリア
時間 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目

5月3日（金・祝）

12:15-
12:45

宮谷 理香（p） ショパン/前奏曲 作品28-15
「雨だれのプレリュード」
ショパン/スケルツォ 第3番 作品39
ガーシュイン/ラプソディー・イン・ブルー

13:45-
14:15

萩森 秀太（p）
末次 真美（cl）＆
杉浦 菜々子(p)　
中村 聖子（p）
小熊 祥太（sax）＆
小針 侑也（p）

カプースチン 8つの演奏会用エチュード 
Op.40 より
第5曲「冗談」・第6曲「パストラール」
田中 カレン/「Always in my heart」より
3.Always in my heart （cl & p）
徳山 美奈子/Flying birds ～巣立つ鳥たち
へ～ （cl & p）
ペッツォルト（中村聖子編曲）/メヌエット (p)
モーツァルト（ファジル・サイ編曲）/
トルコ行進曲(p)
石川 亮太/日本民謡による狂詩曲（sax & p）
他

15:15-
15:45

太田 糸音（p）
片山 柊（p）
角野 隼斗（p）

リスト/ハンガリー狂詩曲第6番
藤倉大/「 two little piano piece 」
1.seksek 2.AYATORI
イサーク・アルベニス /「イベリア」 より 2.港
ガーシュウィン/ラプソディ・イン・ブルー 

16:45-
17:15

黒田 亜樹（p）
水谷川 優子（vc）

アストル＝ピアソラ/デカリシモ（p solo）
ヴィラ=ロボス/Divagation
ヴィラ=ロボス/黒鳥の歌
ヴィラ=ロボス/カイピラの小さな汽車 
アストル＝ピアソラ/ル・グラン・タンゴ

5月4日（土・祝）

12:15-
12:45

＜ジャスミンピアノ四重
奏団＞
森田 昌弘 （vn）
西田 史朗（va）
篠崎 由紀（vc）
多喜 靖美（p）

シューマン/ピアノ四重奏曲 
変ホ長調 Op.47
熊本陵平／『The Arabesque of Life』
(dedicated to Ms. Yasumi Taki)

13:45-
14:15

伊賀 あゆみ&
山口 雅敏　
ピアノ･デュオ(p duo)

グレインジャー/カントリー・ガーデンズ
（田舎の庭園）
グレインジャー/ウォーキング・チューン

（歩くときの調べ）
ブラームス/ピアノ四重奏曲 
第１番 Op.25ト短調より 第４楽章「ジプ
シー風ロンド」（作曲者によるピアノ連
弾版）
ドヴォルザーク（G.アンダーソン編曲）/

「我が母の教え給いし歌」歌曲集『ジプ
シーの歌』Op.55-4
ホロヴィッツ（山口編曲）/ビゼーの「カ
ルメン」の主題による変奏曲（第２幕/ジ
プシーの踊り）

時間 出演者（楽器略称） 作曲者／曲目
15:15-
15:45

伊藤 亜美（vn）
實川 風（p）

クライスラー /ジプシーの女
ディニーク/ひばり 
ラヴェル/ツィガーヌ

16:45-
17:15

＜エロイカ木管五重奏団＞
斎藤 光晴（fl）
最上 峰行（ob）
大成 雅志（cl）
井上 直哉（fg）
大森 啓史（hr）

上田 実季（p）

テュイレ/ピアノと管楽のための六重奏
曲　変ロ長調 Op.6より第2、4楽章 
他

5月5日（日・祝）

12:15-
12:45

菅原 望（p）
リトルピアニストたち（p）

ブルグミュラー /25の練習曲 Op.100 より
ドビュッシー/
月の光（「ベルガマスク組曲」より第3曲）
■子どもたちとの連弾リレー
■ヴァイオリン（小4）未定

13:45-
14:15

梅田 智也（p）
後藤 正孝（p）

シューベルト/ハンガリーのメロディ 
ロ短調 D.817（梅田） 
リスト/詩的で宗教的な調べ より
第7曲「葬送、1849年10」S.173（梅田）
スメタナ/演奏会用練習曲

「海辺にて」Op.17（後藤）
リスト/巡礼の年第1年「スイス」より　
泉のほとりにて（後藤）
リスト/巡礼の年第2年「イタリア」より　
ペトラルカのソネット123番（後藤）

15:15-
15:45

＜クァルテット・ソレイユ＞
高宮城 凌（vn）
東山 加奈子（vn）
鈴村 大樹（va）
太田 陽子（vc）

モーツァルト/弦楽四重奏第14番
ト長調 K.387

16:45-
17:15

小原 孝（p）
細貝 柊（p）

「ボヤージュ～パリ」
サティ/あなたが大好き
モンポウ /歌と踊り第４番
アルベニス/アストゥリアス
ギロック /パリの休日～歩道のカフェテ
リア 
サティ/エンパイア劇場のプリマドンナ
サティ/ピカデリーのマーチ
ドビュッシー /ミンストレル
モンサルバーチェ /イヴェットのための
ソナティネ第３楽章 

整理券
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