第 3 回国際音楽祭ＮＩＰＰＯＮ
マスタークラス
横浜

2014 年 12 月 3 日（水）

【みなとみらいホール

小ホール】

13:40 pf
エンリコ・パーチェ
川崎槙耶（東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 12 番 変イ長調 op.26
ショパン：練習曲 op.10 から 第 2 番、第 10 番
リスト：巡礼の年第 2 年「イタリア」より 「ダンテを読んで――ソナタ風幻想曲」
J.S.バッハ：平均律クラヴィーア曲集第 2 巻より 第 7 番 変ホ長調
スクリャービン：ピアノ・ソナタ第 1 番 ヘ短調 op.6 から 第 1 楽章

14:50 pf
エンリコ・パーチェ
シューマン：クライスレリアーナ op.16
リスト：バラード第 2 番

中本優衣（桐朋学園大学）

16:00 pf
エンリコ・パーチェ
リスト：スペイン狂詩曲

中田景子（東京音楽大学卒業）

17:10 pf
エンリコ・パーチェ
井後優弥（東京芸術大学卒業）
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第 1 番 ヘ短調 op.1
リスト：スペイン狂詩曲
J.S.バッハ：カンタータ第 29 番 BWV29 「我ら汝に感謝す」

※受講順や受講曲が変更になる可能性がございます。
小学生：１レッスン３５分／その他：１レッスン５０分
レッスンの間に５～２０分の休憩を挟みます。開始・終了時刻は前後する可能性がございます。
主催：国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
共催：
【名古屋】中日新聞社、CBC テレビ／【横浜】朝日新聞社、横浜みなとみらいホール (公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)
特別協賛：
国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-6-25 河北ビル

KAJIMOTO 内

tel: 03-3574-0969

第 3 回国際音楽祭ＮＩＰＰＯＮ
マスタークラス
横浜

2014 年 12 月 4 日（木）

【みなとみらいホール

小ホール】

13:40 pf
エンリコ・パーチェ
川崎槙耶（東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 12 番 変イ長調 op.26
ショパン：練習曲 op.10 から 第 2 番、第 10 番
リスト：巡礼の年第 2 年「イタリア」より 「ダンテを読んで――ソナタ風幻想曲」
J.S.バッハ：平均律クラヴィーア曲集第 2 巻より 第 7 番 変ホ長調
スクリャービン：ピアノ・ソナタ第 1 番 ヘ短調 op.6 から 第 1 楽章

14:50 pf
エンリコ・パーチェ
シューマン：クライスレリアーナ op.16
リスト：バラード第 2 番

中本優衣（桐朋学園大学）

16:00 pf
エンリコ・パーチェ
リスト：スペイン狂詩曲

中田景子（東京音楽大学卒業）

17:10 pf
エンリコ・パーチェ
井後優弥（東京芸術大学卒業）
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第 1 番 ヘ短調 op.1
リスト：スペイン狂詩曲
J.S.バッハ：カンタータ第 29 番 BWV29 「我ら汝に感謝す」

※受講順や受講曲が変更になる可能性がございます。
小学生：１レッスン３５分／その他：１レッスン５０分
レッスンの間に５～２０分の休憩を挟みます。開始・終了時刻は前後する可能性がございます。
主催：国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
共催：
【名古屋】中日新聞社、CBC テレビ／【横浜】朝日新聞社、横浜みなとみらいホール (公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)
特別協賛：
国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-6-25 河北ビル

KAJIMOTO 内

tel: 03-3574-0969

第 3 回国際音楽祭ＮＩＰＰＯＮ
マスタークラス
横浜

2014 年 12 月 5 日（金）

【みなとみらいホール

レセプション・ルーム】※聴講のお客様は、楽屋口よりご来場ください。

13:10 vn
ピエール・アモイヤル 大倉佳栄（東京芸術大学）
ドヴォルザーク：ヴァイオリン協奏曲 イ短調 op.53 から 第 1 楽章

14:10 vn
ピエール・アモイヤル 辻彩奈（東京音楽大学付属高等学校）
J.S.バッハ：無伴奏パルティータ第 1 番 ロ短調 BWV1002
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28

15:10 vn
ピエール・アモイヤル 島方瞭（桐朋女子高等学校音楽科）
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35 から 第 1 楽章

16:10 vn
ピエール・アモイヤル 安田理沙（東京都文京区立茗台中学校）
ラロ：スペイン交響曲から 第 5 楽章
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64 から 第 1 楽章

17:25 vn
ピエール・アモイヤル 清水咲（小学６年生）
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28

18:05 vn
ピエール・アモイヤル 中村僚太（小学３年生）
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28

18:45 vn
ピエール・アモイヤル 瀬下莉瑚（小学６年生）
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64 から 第 1 楽章
※受講順や受講曲が変更になる可能性がございます。
小学生：１レッスン３５分／その他：１レッスン５０分
レッスンの間に５～２０分の休憩を挟みます。開始・終了時刻は前後する可能性がございます。
主催：国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
共催：
【名古屋】中日新聞社、CBC テレビ／【横浜】朝日新聞社、横浜みなとみらいホール (公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)
特別協賛：
国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-6-25 河北ビル

KAJIMOTO 内

tel: 03-3574-0969

第 3 回国際音楽祭ＮＩＰＰＯＮ
マスタークラス
横浜

2014 年 12 月 6 日（土）

【みなとみらいホール

小ホール】

10:00 pf
エンリコ・パーチェ
川崎槙耶（東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校）
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 12 番 変イ長調 op.26
ショパン：練習曲 op.10 から 第 2 番、第 10 番
リスト：巡礼の年第 2 年「イタリア」より 「ダンテを読んで――ソナタ風幻想曲」
J.S.バッハ：平均律クラヴィーア曲集第 2 巻より 第 7 番 変ホ長調
スクリャービン：ピアノ・ソナタ第 1 番 ヘ短調 op.6 から 第 1 楽章

11:00 pf
エンリコ・パーチェ
シューマン：クライスレリアーナ op.16
リスト：バラード第 2 番

中本優衣（桐朋学園大学）

12:20 pf
エンリコ・パーチェ
リスト：スペイン狂詩曲

中田景子（東京音楽大学卒業）

13:20 pf
エンリコ・パーチェ
井後優弥（東京芸術大学卒業）
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第 1 番 ヘ短調 op.1
リスト：スペイン狂詩曲
J.S.バッハ：カンタータ第 29 番 BWV29 「我ら汝に感謝す」

14:30

ピアノ修了コンサート

【みなとみらいホール

レセプション・ルーム】※聴講のお客様は、楽屋口よりご来場ください。

14:40 vn
ピエール・アモイヤル 清水咲（小学６年生）
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28

15:20 vn
ピエール・アモイヤル 中村僚太（小学３年生）
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28

16:00 vn
ピエール・アモイヤル 瀬下莉瑚（小学６年生）
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64 から 第 1 楽章

17:00 vn
ピエール・アモイヤル 安田理沙（東京都文京区立茗台中学校）
ラロ：スペイン交響曲から 第 5 楽章
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64 から 第 1 楽章

18:00 vn
ピエール・アモイヤル 辻彩奈（東京音楽大学付属高等学校）
J.S.バッハ：無伴奏パルティータ第 1 番 ロ短調 BWV1002
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28

19:00 vn
ピエール・アモイヤル 島方瞭（桐朋女子高等学校音楽科）
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35 から 第 1 楽章

20:00 vn
ピエール・アモイヤル
ラヴェル：ツィガーヌ

大倉佳栄（東京芸術大学）

※受講順や受講曲が変更になる可能性がございます。
小学生：１レッスン３５分／その他：１レッスン５０分
レッスンの間に５～２０分の休憩を挟みます。開始・終了時刻は前後する可能性がございます。
主催：国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
共催：
【名古屋】中日新聞社、CBC テレビ／【横浜】朝日新聞社、横浜みなとみらいホール (公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)
特別協賛：
国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-6-25 河北ビル

KAJIMOTO 内

tel: 03-3574-0969

第 3 回国際音楽祭ＮＩＰＰＯＮ
マスタークラス
横浜

2014 年 12 月 8 日（月）

【みなとみらいホール

リハーサル室】※聴講のお客様は、楽屋口よりご来場ください。

14:00 vc
ピーター・ウィスペルウェイ
上野通明（桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース）
ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ ニ短調 op.40
15:00 vc
ピーター・ウィスペルウェイ
濱田遥（桐朋女子高等学校音楽科）
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op.104 から 第 1 楽章
16:00 vc
ピーター・ウィスペルウェイ
黒川実咲（桐朋学園大学卒業）
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第 4 番 ハ長調 op.102-1

【みなとみらいホール

小ホール】

17:00 vn
ピエール・アモイヤル 清水咲（小学６年生）
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28
17:40 vn
ピエール・アモイヤル 中村僚太（小学３年生）
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ op.28
18:20 vn
ピエール・アモイヤル 瀬下莉瑚（小学６年生）
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64 から 第 1 楽章

※受講順や受講曲が変更になる可能性がございます。
小学生：１レッスン３５分／その他：１レッスン５０分
レッスンの間に５～２０分の休憩を挟みます。開始・終了時刻は前後する可能性がございます。
主催：国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
共催：
【名古屋】中日新聞社、CBC テレビ／【横浜】朝日新聞社、横浜みなとみらいホール (公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)
特別協賛：
国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-6-25 河北ビル

KAJIMOTO 内

tel: 03-3574-0969

第 3 回国際音楽祭ＮＩＰＰＯＮ
マスタークラス
横浜

2014 年 12 月 9 日（火）

【みなとみらいホール

リハーサル室】※聴講のお客様は、楽屋口よりご来場ください。

11:00 vc
ピーター・ウィスペルウェイ
上野通明（桐朋学園大学ソリスト・ディプロマ・コース）
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第 6 番 ニ長調 BWV1012
12:00 vc
ピーター・ウィスペルウェイ
濱田遥（桐朋女子高等学校音楽科）
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op.104 から 第 1 楽章
13:00 vc
ピーター・ウィスペルウェイ
黒川実咲（桐朋学園大学卒業）
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第 4 番 ハ長調 op.102-1

【みなとみらいホール

小ホール】

16:00 vn
ピエール・アモイヤル 島方瞭（桐朋女子高等学校音楽科）
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35 から 第 1 楽章
17:00 vn
ピエール・アモイヤル 大倉佳栄（東京芸術大学）
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64 から 第 1 楽章
18:00 vn
ピエール・アモイヤル 安田理沙（東京都文京区立茗台中学校）
ラロ：スペイン交響曲から 第 5 楽章
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64 から 第 1 楽章

※受講順や受講曲が変更になる可能性がございます。
小学生：１レッスン３５分／その他：１レッスン５０分
レッスンの間に５～２０分の休憩を挟みます。開始・終了時刻は前後する可能性がございます。
主催：国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
共催：
【名古屋】中日新聞社、CBC テレビ／【横浜】朝日新聞社、横浜みなとみらいホール (公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)
特別協賛：
国際音楽祭 NIPPON 実行委員会
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-6-25 河北ビル

KAJIMOTO 内

tel: 03-3574-0969

