
2012.  
11/23 《金・祝》 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　

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・お問合せ / 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　後援●月刊「音楽現代」・Studio Shimizu
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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
三年在学中。

工藤　京子（ピアノ）
Kyoko Kudo, piano
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 14
回ヤングアーチストピアノコン
クール銅賞受賞。第 2 回東関東
ピアノ・オーディション準グラ
ンプリ、千葉市長賞受賞。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/

田中美千子（ピアノ）
Michiko Tanaka, piano
東京藝術大学附属音楽高校、同
大学及び大学院修士課程修了。
1994 年ドレスデン音楽大学大学
院を最優秀で修了後、同大学で 2
年間非常勤講師を務める。1995
年以来 8 回のリサイタルの他、
2006 年からの「浦川宜也＆田
中美千子室内楽シリーズ」を始
め、アポロン弦楽四重奏団、ター
リッヒ弦楽四重奏団、木管五重
奏団「クインテット・ウィーン」、
A. コックス（P）、R. デーリング

（Br）、U. ダンホーファー（Vn）、
A. スコチッチ（Vc）など多くの演
奏家と共演。1997 〜 2000 年及
び 2001 〜 04 年東京藝術大学大
学院室内楽科助手及び非常勤講
師を務め、現在上野学園大学短期
大学部教授。

前田　史也（ピアノ）
Fumiya Maeda, piano
1994 年生まれ、愛知県名古屋
市出身。４歳から N.Y. にて、ピ
アノを始める。東京音楽大学付
属高等学校ピアノ科に入学。２
年次のオーディションに合格し、
以降ピアノ演奏家コースに在籍。
現在東京音楽大学一年在学中。
第 18 回ヤングアーチスト・ピア
ノコンクール E2 部門入賞。第
30 回ソレイユ音楽コンクール、
ピアノ部門第１位、並びに音楽
現代新人賞を受賞。同コンクー
ルの副賞で、2012 年度ウィーン
国立音楽大学夏期セミナーに参
加し、ディプロマを取得。これ
までに井筒響子氏、現在鷲見加
寿子、石井理恵の両氏に師事。

伊集院紀子（ピアノ）
Noriko Ijuhin, piano
桐朋学園大学演奏学科ピアノ
専攻科卒業。G.De Vincenzi ６th
Concorso Pianistico Internazionale
１位、 第２回コンコルソ Music 
Arte、一般の部、グランプレミ
オ大賞（優勝）及び聴衆賞、第
２回山手の丘音楽コンクール、
大学・一般の部１位受賞。イ
タリア、トリノ市でのリサイタ
ル、船橋タワーホールにおける
モーツァルトピアノ協奏曲のソ
リストなど、国内外のコンサー
トに出演。2011 年にはイタリ
ア Vicenza 市・日本イタリア協
会共催による、世界遺産 Vicenza
市 TeatroOlimpico における国際
フェスティバルおよび、Venezia
国立音楽院特別演奏会に出演、高
く評価された。

P  R  O  G  R  A  M
浅野　　涼  　マルタン：8 つの前奏曲より Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅷ
　　　　　　　       Frank Martin : 8 Preludes  I,  II,  III,  VI,  VIII 
前田　史也　  ショパン：ノクターン  第 18 番  ホ長調  作品 62-2
                     　  Frédéric Chopin : Nocturne Nr.18 E-Dur Op.62-2
　　　　　　  ショパン：バラード  第４番  ヘ短調  作品 52
  　　　　　    Frédéric Chopin : Ballade Nr.4 f-moll Op.52 
伊集院紀子　  ショパン：マズルカ  イ短調  作品 59-1
　　　　　　　　　 Frédéric Chopin : Mazurka a-moll Op.59-1
　　　　　　  リスト：スケルツォと行進曲  S.177 / R.20
　　　　　  　 Franz Liszt : Scherzo und Marsch  S.177, R.20   
工藤　京子　  ショパン：ノクターン  第 13 番  ハ短調  作品 48-1
                     　  Frédéric Chopin : Nocturne Nr.13 c-moll Op.48-1
　　　　　　  ショパン：スケルツォ  第 1 番  ロ短調  作品 20  他
                     　  Frédéric Chopin : Scherzo Nr.1 h-moll Op.20
田中美千子　  ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ  作品 22
                     　  Frédéric Chopin : Andante spianato et Grande Polonaise brillante Op.22 

136th Soleil Joint Recital
第 136 回ソレイユ・ジョイント・リサイタル


