141st Soleil Joint Recital

第 141 回 ソレイユ・ジョイント・リサイタル

神村淳子（フルート）

遠藤

武蔵野音楽大学卒業。東京オペ
ラシティ、サントリーホール等
にてソロ・室内楽コンサートに
多 数 出 演。1991 年、99 年 東 京
ニューシティ管弦楽団と協演。
93 年カザルスホール、98 年みな
とみらいホールにてリサイタル。
95 年、99 年ルーマニアにてジョ
ルジュ・エネスコ・フィルハー
モニー等と協演。シド音楽企画
主催「日本の音楽展」にて 02 年、
03 年にズイホー賞特別奨励賞受
賞。またピアニストのアドリア
ン・コックスとはリサイタル等で
度々共演。現在相鉄カルチャーセ
ンター講師。フルートアンサンブ
ル「ムジカヨコハマ」メンバー。

宮城学院女子大学学芸学部音楽
科卒業。同大学研究科卒業。布
田庸子、故滝沢三重子の各氏に
師事。第 75 回日演連推薦新人
演奏会にて仙台フィルハーモ
ニー管弦楽団と共演。2009 年
3 月まで仙台オペラ協会に所属
し、「フィガロの結婚」等のオ
ペラに出演。 2003 年、第 1 回
トスティ歌曲国際コンクール日
本予選大会にて日本歌曲秋篠賞
受賞。2008 年、北イタリア・ベッ
ルーノにてベルカントツアーの
講習会に参加し、オーケストラ
と共演。2011 アジア国際音楽コ
ンクール声楽部門第 3 位入賞。
2002 年から佐藤暉子女史の許、
研鑚を積んでいる。

Junko Kamimura, flute

晶子（ソプラノ）

Akiko Endo, soprano

浅野

涼（ピアノ）

Ryo Asano, piano

第 11 回長江杯国際音楽コンクー
ル第 1 位。第 12 回ショパン国際
ピアノコンクール in Asia 全国大会
銀賞、アジア大会入賞。第 22 回
京都フランス音楽アカデミーにて、
パスカル・ロジェのマスタークラ
スを修了。第 5 回エレーナ・リヒ
テル国際ピアノコンクール第 3 位。
副賞としてウィーン国立音楽大学
にてトーマス・クロイツベルガー
のマスタークラスを学費全額免除
にて修了。推薦され受講生選抜コ
ンクール及びコンサートに出演。
その他コンクール入賞、コンサー
ト出演多数。これまでに阪田誠康、
野村眞理の各氏に師事。現在東京
大学医学部医学科５年在学中。

黒田佳奈子（ピアノ）
Kanako Kuroda, piano

桐朋学園大学及び研究科、ドイ
ツ国立ミュンヘン音楽・演劇大
Masumi Maeda, piano
学大学院修了後、ザルツブルク
山形県立山形北高等学校音楽科を モーツァルテウム大学大学院で
首席で卒業。桐朋学園大学音楽学 研鑽を積む。第 127 回日演連推
部演奏学科及び、同大学研究科を 薦新人演奏会において札幌交響
修了後、ウィーン国立音楽大学演 楽団と共演。第 14 回彩の国さい
奏学科にて研鑽を積む。第４回山 たま音楽コンクール F 部門金賞。
形県ジュニアピアノコンクールに 第 26 回ソレイユ音楽コンクール
て金賞受賞。第 24 回ソレイユ新 第 1 位、音楽現代新人賞。2012
人演奏会オーディションに合格、 年カンデロ市国際音楽コンクー
演奏会に出演。国際芸術連盟主催 ル優勝、ブラームス国際音楽コ
第 43 回新人オーディションに合 ンクール第 2 位。2013 年ウィー
格、演奏会に出演。その他、東日 ン・ラズモフスキー弦楽四重奏団
本大震災チャリティコンサートや と共演。ピアノを水田香、植田克
アンサンブルなど各地コンサート 己、津田真理、中井恒仁、ゲルハ
に出演。これまでにピアノを武田 ルト・オピッツ、パーヴェル・ギ
紀代美、江澤聖子、練木繁夫、ヤ リロフの各氏に師事。
コブ・ロイシュナー、ヴォルフガン
グ・ヴァッツィンガーの各氏に師事。

前田

真澄（ピアノ）

P R O G R A M
神村

淳子

浅野

涼

ショッカー：ソナタ・スフレ（フルート、ファゴット、ピアノのための ）
Gary Schocker : Sonate Soufflé - Flute, Bassoon and Piano

バッハ：ゴルトベルク変奏曲より「アリア」
J.S. Bach : Arie von Goldberg-Variationen BWV988

クライスラー = ラフマニノフ：愛の悲しみ
Fritz Kreisler - Sergei Rachmaninov : Liebesleid

ラフマニノフ：音の絵より作品 39-5
遠藤

晶子

前田

真澄

黒田佳奈子

リスト：ラ・カンパネラ

Sergei Rachmaninov : Études-tableaux Op.39-5

Franz Liszt : La Campanella

山田耕筰：唄
小林秀雄：すてきな春に 他

ブラームス：6 つの小品 作品 118

Johannes Brahms : Sechs Stücke für Klavier

ショパン：ソナタ 第 2 番 変ロ短調 作品 35
Frédéric Chopin : Sonate Nr.2 b-moll Op.35
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5/ 17《土》14:00 開演（13:30 開場）
Hakuju-Hall
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