134th Soleil Joint Recital
第 134 回ソレイユ・ジョイント・リサイタル
工藤

京子（ピアノ） Kyoko Kudo, piano

リスト：3 つの演奏会用練習曲より「軽やかさ」
「ため息」
F.Liszt: "La leggierezza" "Un Sospiro" (Trois études de concert)

リスト：パガニーニによる大練習曲 第 6 番
F.Liszt: Grandes études de Paganini No.6

国立音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒業。同大学大学院音楽研究科器楽専攻修了。
第 6 回ちば音楽コンクール優秀賞受賞。第 9 回 “ 長江杯 ” 国際音楽コンクール第
6 位。第 14 回ヤングアーチストピアノコンクール銅賞受賞。くにたちサロンコ
ンサート in 表参道、ヤマハ銀座店ニューウェーブピアノコンサートなどに出演。
2010 年 JT アートホール アフィニスにてソロリサイタルを開催。これまでにピ
アノを土屋しのぶ、南節子、今井顕の各氏に師事。室内楽を徳永二男氏に、伴奏
法を長尾洋史氏に師事。ブログ：http://ameblo.jp/kyokokd/

櫻井美由紀（ソプラノ） Miyuki Sakurai, soprano

カタラーニ：歌劇《ワリー》より「私は遠くに行きましょう」
A.Catalani: "Ebben? Ne andro lontana" from the Opera 'La Wally'

プッチーニ：歌劇《ラ・ボエーム》より「私の名はミミ」 他
G.Puccini: "Si, mi chiamano Mimi" from the Opera 'La Bohème'

アルディ弦楽四重奏団 Hardi String Quartet

国立音楽大学声楽科卒業。洗足学園大学大学院修了。日本オペラ振興会第 30 期
マスターコース修了。第 30 回新人演奏会出演。国立音楽大学後援、島根県新人
演奏会に出演。オペラでは「メリー・ウィドー」ヴァランシェンヌ役、「シモン・
ボッカネグラ」アメーリア役、
「リゴレット」ジルダ役、
「コジ・ファン・トゥッテ」
ドラベッラ及びフィオルディリージ役で出演。また「オペラ娘」メンバーとして
活動している。山手の丘音楽コンクール 2011 入賞。伊藤 子、田口興輔、白川
佳子の各氏に師事。藤原歌劇団準団員。

シューベルト：弦楽四重奏曲 第 13 番
F.Schubert: Streichquartett Nr.13

イ短調 D.804「ロザムンデ」

入江

a-moll D.804 "Rosamunde"

真歩 Maho Irie, 1st violin

桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学音
楽学部 1 年在学中。第 58 回全日本学生音楽コン
クール福岡大会第 3 位。第 17 回日本クラシック
音楽コンクール全国大会最高位。第 10 回大阪国
際音楽コンクールコンチェルトオーディション最
高位。現在、原田幸一郎氏に師事。

犬嶋

小滝

F.Liszt: Liebesträume

リスト：ハンガリー狂詩曲 第 2 番
F.Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr.2

仁美 Hitomi Inujima, 2nd violin

東京都立芸術高等学校を経て桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業。
2002 年 JML 主催日独青少年交流コンサート in Japan 出演、翌年ドイツ各地で
のコンサート出演。Music Studio C 主催第 18 回コンサート形式オーディション
にて音楽賞受賞。2008 年ソレイユ音楽コンクールにて審査員奨励賞受賞。第 17
回日本クラシック音楽コンクールピアノ部門一般の部入選。これまでに新井洋子、
小川久美子、多喜靖美、柏木雅子、江澤聖子、鷲宮美幸の各氏に師事。現在、ピ
アノ講師、稽古伴奏、演奏会などの伴奏等、様々な活動を行っている。

第 46 回東京国際芸術協会新人演奏会出演、優秀
新人賞受賞。流山市役所サロンコンサート「第
18 回新人演奏会」出演。第 83 回、85 回桐朋学
園室内楽演奏会出演。桐朋女子高等学校音楽科を
経て、桐朋学園大学音楽学部 2 年在学中。これま
でに渡邊亜美、加藤知子の両氏に師事。

山本

周 Shu Yamamoto, viola

大林

3 歳よりヴァイオリンを始める。桐朋学園大学音
楽学部附属子供のための音楽教室、桐朋女子高等
学校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学部 1 年在
学中。これまでにヴァイオリンを窪田寿子、佐々
木裕美、森川ちひろ、徳永二男、室内楽を毛利伯
郎、徳永二男の各氏に師事。

増山

優子（ソプラノ） Yuko Obayashi, soprano

シューベルト：
「春への信仰」
「鱒」

F.Schubert: "Frühlingsglaube" "Die Forelle"

ドヴォルジャーク：歌劇《ルサルカ》より「月に寄せる歌」 他
A.Dvořák: "Mĕsičku na nebi hlubokém" from the Opera 'Rusalka'

国立音楽大学声楽学科卒業。二期会オペラ研修所修了。同調会新人演奏会に出演。
福光声楽サマーセミナー奨励賞。日墺フレッシュコンサート奨励賞。山手の丘音
楽コンクール入選。オペラでは「魔笛」「コシ・ファン・トゥッテ」「カルメン」
「ポーギーとベス」に出演。Ｎ響定期公演 メシアン「神の現存の三つの小典礼」( 指
揮 : シャルル・デュトワ ) ソプラノソロを務める。小澤征爾音楽塾に参加。第 55
回 NHK ニューイヤーオペラコンサートでは「カルメン」“ ロマの歌 ” フラスキー
タ役で出演。二期会会員。現在神奈川県立弥栄高校非常勤講師。

頌子 Shoko Mashiyama, violoncello

5 歳よりチェロを始め、桐朋学園子供のための音
楽教室仙川教室、同女子高等学校音楽科を経て、
同大学音楽学部 2 年在学中。第 7 回泉の森ジュニ
アチェロコンクール金賞。第 55 回鎌倉学生音楽
コンクール第 1 位他受賞多数。チェロを幼少より
毛利伯郎氏に師事、現在に至る。

翔平（ピアノ） Shohei Kodaki, piano

リスト：愛の夢

※都合により演奏曲目が変更になる場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

2012. 5 / 12 土 14:00 開演（13:30 開場 ）
Hakuju-Hall
03-5478-8867 / 東京都渋谷区富ヶ谷 1-37-5
㈱白寿生科学研究所本社ビル（右地図参照）

千代田線「代々木公園駅」
、小田急線「代々木八幡駅」より徒歩 5 分 バス：
「富ヶ谷」下車徒歩 1 分 渋谷南口バスターミナルより 10 分
渋 61（初台駅行）渋 63（中野行）渋 64（中野行）渋 66（阿佐ヶ谷行）渋 67（笹塚循環）

全自由席 ¥2,500

※未就学児の方のご入場はご遠慮ください。

前売 / ソレイユ音楽事務所 03-3863-5552 http://www.soleilmusic.com

主催●ソレイユ音楽事務所 03-3863-5552 後援●月刊「音楽現代」
・Studio Shimizu

