
2023年

2月4日（土）
14:00 開演（13:15 開場）

第１日

2023年

2月5日（日）
14:00 開演（13:15 開場）

第２日

東京藝術大学奏楽堂（大学構内）
入場料：1,600円（全席指定）

※車椅子をご利用のお客様は、ヴォートル・チケットセンター TEL：03-5355-1280（平日10時～18時）までお問い合わせください。
※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。

◆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

ヴォートル・チケットセンター http://ticket.votre.co.jp
 TEL：03-5355-1280／平日10時～18時
チケットぴあ https://t.pia.jp　《Ｐコード232－001》
東京文化会館チケットサービス https://www.t-bunka.jp/tickets
 TEL：03-5685-0650／10時～18時（休館日を除く）
 店頭販売：10時～19時（休館日を除く）
イープラス（e＋） https://eplus.jp
藝大アートプラザ（店頭販売のみ） TEL：050-5525-2102／11時～18時（月曜休、他不定休日を除く）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出演者・スタッフの体調管理、入場者の制限、換気強化等の対策に取り組ん
でおります。ご来場のお客様にも体調管理、手指消毒、マスク着用等にご協力をお願いいたします。なお、「37.5℃以
上の発熱、咳・呼吸困難、体調に不安のある方」、「マスクを着用されない方」、その他対策にご協力いただけない場
合は、主催者の判断により入場をお断りいたします。最新情報は藝大ホームページでご確認ください。

【当日券の販売はございません】

◆チケット取扱い：　　12月26日（月）発売（藝大アートプラザは2023年１月７日（土）～）



※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。

徒歩10分

徒歩15分

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

京成線上野駅、
東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より

※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 

サード・コンストラクション ◆ ケージ Thrid Construction ◇ John Cage
Per. 柳沢勇太（4年） 小村結衣（4年） 本間雄也（4年） 飯田耀太（3年）

金管五重奏曲 ◆ ラセッリ Quintett für zwei Trompeten, Horn, Tenorposaune und Bassposaune ◇ Francesco Raselli
Tp. 赤羽穂乃花（4年） 守屋紗弥（院1年）　Hr. 田嶋詩織（院2年）　Tb. 廣瀬真琴（4年）　Tu. 小嶺たか代（院3年）

サクソフォン四重奏曲 ◆ デザンクロ Quatuor pour Saxophones ◇ Alfred Desenclos
Sop.Sax. 栗山弥奈美（4年）　Alto Sax. 海老原美保（院2年）　Ten.Sax. 立畠花音（3年）　Bar.Sax. 吉田谷隆介（2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. 倉沢茉紘（2年） 小川紗果（2年）　Va. 山田　晃（2年）　Vc. 高月　怜（2年）

弦楽四重奏曲 ヘ長調 ◆ ラヴェル Quatuor à cordes en fa majeur ◇ Maurice Ravel
Vn. 橘和美優（4年） 佐々木つくし（4年）　Va. 衛藤理子（4年）　Vc. 泉　優志（4年）

弦楽四重奏曲 ヘ短調 作品95「セリオーソ」 ◆ ベートーヴェン Streichquartett f-moll, op.95 “Serioso” ◇ Ludwig van Beethoven
Vn. 清水伶香（4年） 吉田薫子（4年）　Va. 岡田桃佳（4年）　Vc. 原　宗史（院1年）

ピアノ五重奏曲第2番 ハ短調 作品115 ◆ フォーレ Deuxième Quintette pour deux violons, alto, violoncelle et piano en ut mineur, op.115 ◇ Gabriel Fauré
Vn. 平井美羽（4年） 幸村和奏（4年）　Va. 新井瑞穂（4年）　Vc. 倉上　樹（1年）　Pf. 山本悠流（4年）

藝大定期 室内楽 第49回 / Geidai Chamber Music Concert No.49
2023年

2 月4日（土）  14：00開演（13：15開場）第１日

木管五重奏曲 作品79 ◆ クルークハルト Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, op.79 ◇ August Klughardt
Fl. 西邑華梨（3年）　Ob. 川本伶美（3年）　Cl. 眞塩由希子（3年）　Hr. 長谷川江龍（3年）　Fg. 河野　星（3年）

サクソフォン四重奏曲 作品102 ◆ シュミット Quatuor pour Saxophones, op.102 ◇ Florent Schmitt
Sop.Sax. 放生幹也（4年）　Alto Sax. 外川莉緒（3年）　Ten.Sax. 清水舞花（院2年）　Bar.Sax. 中津川　輝（院1年）

ピアノ三重奏曲第6番 変ホ長調 作品70の2 ◆ ベートーヴェン Klaviertrio Nr. 6 Es-dur, op.70-2 ◇ Ludwig van Beethoven
Vn. 木ノ村茉衣（院3年）　Vc. 下島万乃（院3年）　Pf. 山口香菜子（院3年）

ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 作品49 ◆ メンデルスゾーン Klaviertrio Nr.1 d-moll, op.49 ◇ Felix Mendelssohn
Vn. 菊川穂乃佳（院1年）　Vc. 田上史奈（院1年）　Pf. 藤田凜太郎（3年）

弦楽四重奏曲第2番 作品17 ◆ バルトーク String Quartet No.2, op.17 ◇ Béla Bartók
Vn. 落合真子（3年） 小西健太郎（3年）　Va. 菊田萌子（3年）　Vc. 松谷壮一郎（3年）

ピアノ四重奏曲第3番 ハ短調 作品60 ◆ ブラームス Klavierquartett Nr.3 c-moll, op.60 ◇ Johannes Brahms
Vn. 砂原千聡（院1年）　Va. 田口夕莉（院1年）　Vc. 小林世佳（院3年）　Pf. 村上智則（院1年）

2023年
2 月5日（日）  14：00開演（13：15開場）第２日
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