コンサートシリーズ 2015‐16
静岡音楽館 AOI 開館 20 周年
オーケストラを聴こう
レイフ･オヴェ･アンスネス（指揮、ピアノ）マーラー･チェンバー･オーケストラ
2015 年 5 月 14 日（木） 19:00
レイフ･オヴェ･アンスネス（指揮、ピアノ）
、マーラー･チェンバー･オーケストラ
L.v.ベートーヴェン

ピアノ協奏曲第 2 番 変ロ長調 op.19
ピアノ協奏曲第 3 番 ハ短調 op.37
ピアノ協奏曲第 4 番 ト長調 op.58

子どものためのコンサート

小曽根真 子どものためのジャズ･ライヴ
2015 年 6 月 6 日（土） 15:00
小曽根真（ピアノ）
O.ピーターソン

Cubano Chant

小曽根真

Asian Dream
Sol Azteca

F.ショパン／A.C.ジョビン

前奏曲 op.28-4／Insensatez

D.スカルラッティ

ソナタ第20番

M.ラヴェル

クープランの墓

L.アームストロング

Do You Know What Means To Miss New Orleans ?

O.ピーターソン

Land of the mighty giants

アンコール）
菊池俊輔：ドラえもんのうた

ふじのくに⇄せかい演劇祭 2015 連携プログラム
ブラヴォー･アンコール！
間宮芳生の声Ⅰ

オペラ《ポポイ》
2015 年 6 月 28 日（木） 15:00
原作／倉橋由美子、台本･作曲／間宮芳生、演出／宮城聰
指揮／寺嶋陸也、舞／吉川真澄（ソプラノ）
、ポポイ／上杉清仁（カウンターテナー）
、
聡子／波多野睦美（メゾソプラノ）
、佐伯／大槻孝志（テノール）
、剛･記者／河野克典（バリトン）
、
入江晃／清水寛二（能楽師）
東京シンフォニエッタ
[斎藤和志、齋藤光晴（フルート）
、渡辺康之（オーボエ）
、川越あさみ（クラリネット）
、和田光世（パーカッ
ション）
、長尾洋史（ピアノ）
、山本千鶴（ヴァイオリン）
、山田那央（ヴィオラ）
、宇田川元子（チェロ）、長
谷川信久（コントラバス）]
猪股義周（シンセサイザー）

劇団 SPAC [小長谷勝彦、鈴木陽代、武石守正]
間宮芳生

オペラ《ポポイ》

ブラジル音楽の世界
～アントニオ･カルロス･ジョビンとその周辺～
2015 年 7 月 25 日（土） 15:00
ショーロクラブ[笹子重治（ギター）
、秋岡欧（バンドリン）、沢田穣治（コントラバス）]
アン･サリー（ヴォーカル）
渡辺亮（パーカッション）
福田進一（ギター）
アントニオ･カルロス･ジョビン

デハデイラ･プリマヴェーラ
イパネマの娘

カルトーラ

アルヴォラーダ

アントニオ･カルロス･ジョビン

ジンジ
バラに降る雨

笹子重治

マリチマ

エドゥ･ロボ

ウパ･ネギーニョ

アントニオ･カルロス･ジョビン

モヂーニャ
あなたなしでは存在しない

沢田穣治

ジョビンへのオマージュ曲

アントニオ･カルロス･ジョビン

ヂザフィナード
ファランド･ヂ･アモール

ネルソン･カヴァキーニョ、ギリェルミ･ブリート
アントニオ･カルロス･ジョビン

フォーリャス･セカス

ルイザ
ジェット機のサンバ

子どものためのコンサート

第 5 回 アマチュア･アンサンブルの日♪
2015 年 8 月 9 日（日） 12:00
［第 1 部 美しき邦楽器･弦楽器の音色］
ナランハ（しの笛、ピアノ）
いずみたく

見上げてごらん夜の星を

田村虎蔵

青葉の笛

町田嘉章

ちゃっきり節

ア ラ ム ナ イ

Alumni（ヴァイオリン、ピアノ）
J.ブラームス

ヴァイオリン･ソナタ第 1 番《雨の歌》ト長調 op.78 より 第 1 楽章

C.シューマン

ヴァイオリンとピアノのための 3 つのロマンス op.22 より 第 1 番

アンサンブル･ヴァン･ルージュ（ヴァイオリン、チェロ、フルート、ピアノ）
W.A.モーツァルト

交響曲第 41 番 ハ長調《ジュピター》K.551 より 第 1、4 楽章（J.N.フンメル 編）

トリオ MMO（ヴァイオリン、ヴィオラ、フルート）

L.v.ベートーヴェン

セレナーデ ニ長調 op.25

アンサンぶる静岡（ヴィオラ、チェロ、ギター、フルート）
C.P.E.バッハ

四重奏曲 ニ長調 H.538 より 第 1、2 楽章

ファーニー

Ferny（ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、フルート）
C.P.E.バッハ

ディベルティメント ト長調 H.642

島田ギターアンサンブル
さだまさし

秋桜

G.アラン＆B.ヴィントン ミスターロンリーのデュエット
J.パッヘルベル

カノン

ころりん（箏、十七絃）
江戸信吾

証城寺のスケルツォ

ラリレロ（弦楽合奏）
J.S.バッハ

ブランデンブルク協奏曲第 5 番 ニ長調 BWV1050 より 第 1 楽章

ギターアンサンブル「サウンド･オブ･ドリーム」
W.A.モーツァルト

セレナード第 13 番《アイネ･クライネ･ナハトムジーク》ト長調 K.525 より
第 1,2 楽章（G.ベーレンド 編）

J.シュトラウスⅠ世

ラデツキー行進曲 op.228（江部健一 編）

ムジカ･ブリューメ（弦楽合奏）
A.ヴィヴァルディ

2 つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ニ短調 op.3-11 RV565

［第 2 部 管楽器の輝き］
清水ウィンドオーケストラ サクソフォン アンサンブル
J.-B.サンジュレー

サクソフォン四重奏曲第 1 番 op.53

アンサンブル「とろ」（トロンボーン）
F.ペーテルス

4 本のトロンボーンのための組曲

H.フィルモア

《トロンボーン ファミリー》より〈シャウティン･ライザ･トロンボーン〉

Ensemble ELE“FUN”TS（金管五重奏）
広瀬勇人

コッツウォルズの風景

小田裕一郎、財津和夫

SEIKO chan 夏 青い珊瑚礁 ～白いパラソル～ 夏の扉（大塚子龍 編）

Brass Ensemble La Mer（金管五重奏）
R.ロブリー

《アメリカン･イメージ》より〈アーリー･デイズ〉
〈ブルース〉〈フェスタ〉

ハルモニア クインテット（木管五重奏）
M.ラヴェル

組曲《クープランの墓》より〈プレリュード〉〈メヌエット〉
〈リゴードン〉

静岡県トロンボーン協会
P.ファレーズ

《ルネサンス舞曲》より〈ガリアルド〉

M.プレトリウス

《3 つの舞曲》より〈バレエ〉

A.ブルックナー

エクアール WAB149
タントゥム･エルゴ WBA43
アヴェ･マリア WBA6

V.E.ベッカー

行進曲

［第 3 部 映画･バレエ･オペラ音楽の世界］
アニロ･グランデ（ギター･オカリナ）
W.A.モーツァルト

ホルン協奏曲第 4 番 変ホ長調 K.495 より 第 3 楽章 抜粋

オペラ《魔笛》 K.620 より〈私は鳥刺し〉
J.ブラームス

ワルツ 第 15 番 変イ長調 op.39

C.コンヴァース

讃美歌第 312 番《いつくしみ深き》

アンジェリカ（エンジェルハープ）
岡野貞一

故郷

J.S.バッハ

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第 3 番 ホ長調 BWV1006

P.I.チャイコフスキー

バレエ《くるみ割り人形》op.71 より〈序曲〉〈花のワルツ〉
〈終曲〉

水落セッション（フルート、ピアノ）
A.メンケン

映画《アラジン》より〈ホール･ニュー･ワールド〉
映画《美女と野獣》より〈美女と野獣〉

アミーチ

amici（サクソフォン、パーカッション、ピアノ、ヴォーカル）
G.キングスレイ

《バロック･ホウダウン》

R.ニューマン

映画《トイ･ストーリー2》より〈ホエン･シー･ラブド･ミー〉

A.メンケン

映画《リトル･マーメイド》より〈アンダー･ザ･シー〉

E.ジョン

映画《ライオン･キング》より〈サークル･オブ･ライフ〉

トロンボーン･アンサンブル･セルジア
A.シルヴェストリ

映画《バック･トゥ･ザ･フューチャー》メドレー

C.ヘーゼル

《猫の組曲》より〈クラーケン〉

J.アグレル

ゴスペル･タイム

ブラスアンダンテ静岡（ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバ）
A.コープランド

バレエ組曲 《アパラチアの春》 より 〈シンプル･ギフト〉

E.エルガー

《エニグマ変奏曲》 より 〈ニムロッド〉 op.36-9

Saxophone Ensemble PICO
A.ピアソラ

デカリシモ

G.ガーシュウィン

3 つのガーシュウィンズ･ソングス
〈The Babbitt And The Bromide〉
〈The Man I Love〉
〈I Got Rhythm〉

第 20 回「静岡の名手たち」オーディション合格者によるコンサート

2015 年 9 月 12 日（土） 18:00
J.M.オトテール

組曲第 3 番 ト長調 op.2-3
青島由佳（フラウト･トラヴェルソ）
（戸﨑廣乃（チェンバロ）
）

F.メンデルスゾーン

演奏会用小品第 1 番 ヘ短調 op.113
清水栄利花、我妻里実（クラリネット）
、沖教仁（ピアノ）

P.マスカーニ

歌劇《カヴァレリア･ルスティカーナ》より〈ママも知るとおり〉
〈アヴェ･マリア〉（歌劇《カヴァレリア･ルスティカーナ》より〈間奏曲〉）
山下未紗（メゾソプラノ）
、柳川瑞季（ピアノ）

矢代秋雄

2 本のフルートとピアノのためのソナタ
Piafl［伊藤梨恵子、鈴木絢子（フルート）
、塩澤佐江（ピアノ）］

F.チレア

歌劇《アルルの女》より〈フェデリーコの嘆き〉

G.ドニゼッティ

歌劇《ドン･パスクワーレ》より〈哀れなエルネスト〉
市川浩平（テノール）、菅原綾（ピアノ）

A.カタラーニ

歌劇《ラ･ワリー》より〈さようなら、ふるさとの家よ〉

G.プッチーニ

歌劇《トゥーランドット》より〈この宮殿の中で〉
柿本有衣（ソプラノ）、居﨑圭（ピアノ）

L-H.スティーブンス

リズミック･カプリス
長坂萌（マリンバ）

A.シェーンベルク

4 つの歌曲 op.2
川口真貴子（メゾソプラノ）、石橋あやの（ピアノ）

L.v.ベートーヴェン

ヴァイオリン･ソナタ第 4 番 イ短調 op.23
大倉 礼加（ヴァイオリン）、里見有香（ピアノ）

ギター･カルテット 福田進一と仲間たち
2015 年 9 月 26 日（土） 18:00
福田進一、大萩康司、鈴木大介、朴葵姫（ギター）
J.ウィリアムズ（鈴木大介 編）

シンドラーのリスト

G.フォーレ（佐藤弘和 編）

組曲《ドリー》op.56 より（佐藤弘和 編／デュオ）

F.タレガ

アルハンブラの思い出

G.ビゼー（W.カネンガイザー編） 《カルメン》組曲 より アラゴネーサ〜ハバネラ〜セギディーリャ〜間奏曲
武満徹

エキノクス（1995）

M.ファリャ（グルーバー＆マクラー編）

組曲《三角帽子》より〈漁夫の歌〉〜〈粉屋の踊り〉
組曲《恋は魔術師》より〈火祭りの踊り〉

H.ヴィラ＝ロボス

プレリュード第 3 番《バッハへの讃歌》

A.ボロディン（L.トレパニエ編）

だったん人の踊り〜（歌劇《イーゴリ公》 より）

ピーター･ゼルキン ピアノ･リサイタル
2015 年 10 月 3 日（土） 18:00
C.ウォリネン

ジョスカンの〈アヴェ･クリステ〉

J.P.スウェーリンク

カプリッチョ

J.ブル

ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ
ジグ

J.ダウランド

涙のパヴァーヌ（W.バード 編）

W.バード

ラ･ヴォルタ

L.v.ベートーヴェン

ピアノ･ソナタ第 30 番 ホ長調 op.109

W.A.モーツァルト

ピアノ･ソナタ第 8 番 イ短調 K.310

M.レーガー

《私の日記》op.82 第 1 巻より第 5 番、第 2 番
第 2 巻より第 10 番

J.S.バッハ

イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV971

静岡･室内楽フェスティバル 2015

ハンスイェルク･シェレンベルガー×モーリス･ブルグ
～オーボエの帝王 2 人の競演によるバロック音楽の夕べ～

2015 年 10 月 14 日（水） 19:00
ハンスイェルク･シェレンベルガー、モーリス･ブルグ（オーボエ）
、桒形亜樹子（チェンバロ）、
櫻井茂（ヴィオラ･ダ･ガンバ、コントラバス）
、吉田將（ファゴット）
G.F.ヘンデル

トリオ･ソナタ第 2 番 ト短調 op.2-2, HWV387

細川俊夫

《スペルソング‐呪文のうた‐》オーボエのための

J.D.ゼレンカ

トリオ･ソナタ第 6 番 ハ短調 ZWV181-6

W.F.バッハ

2 つのオーボエのための二重奏曲第 1 番 ホ短調 F.54

M.マレ

パリの聖ジュヌヴィエーヴ･デュ･モンの鐘

F.クープラン

《諸国の人々》より 第 4 曲〈ピエモンテ人〉

アンコール）
G.F.ヘンデル

トリオ･ソナタ第 6 番 ニ長調 より

静岡･室内楽フェスティバル 2015

J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲全曲
2015 年 10 月 24 日（土） 18:00
野平一郎（指揮、チェンバロ）、佐久間由美子、中川佳子（フルート）、古部賢一、高山郁子、戸田智子（オーボエ）、
岡本正之（ファゴット）、吉永雅人、松嶋千絵（ホルン）、高橋敦（トランペット）、水谷晃、三上亮、依田真宣、
西川茉利奈、戸上眞里、井上静香、猶井悠樹（ヴァイオリン）、鈴木康浩、大島亮、松井直之（ヴィオラ）、北本秀樹、
長谷部一郎、森山涼介（チェロ）、吉田秀（コントラバス）、鈴木優人（チェンバロ）
J.S.バッハ

ブランデンブルク協奏曲第 2 番 ヘ長調 BWV1047
第 3 番 ヘ長調 BWV1048
第 5 番 ニ長調 BWV105
第 4 番 ト長調 BWV1049
第 6 番 変ロ長調 BWV1051
第 1 番 ヘ長調 BWV1046

静岡･室内楽フェスティバル 2015
ロシア民族楽器四重奏団

モスクワ･クァルテット
2015 年 11 月 6 日（金） 19:00
モスクワ･クァルテット
アレクサンドル･ツィガンコフ（ドムラ）
、ヴァレリー･ザジーギン（バラライカ）、
インナ･シェフチェンコ（ピアノ、グースリ）
、ラリーサ･ゴートリブ（ピアノ）
V.アンドレーエフ

ポロネーズ、ワルツ、スコモローフの踊り

S.ラフマニノフ

《幻想的小品集》op.3 より 第 1 曲〈エレジー〉変ホ短調
イタリアン･ポルカ

R.グリエール

協奏曲 op.82 より 第 1 楽章

A.ボロディン

歌劇《イーゴリ公》より〈だったん人の踊り〉

A.ツィガンコフ

2 つのロシア民謡による変奏曲
スロヴェニア協奏曲 より 第 1 楽章〈ウクライナ〉

D.ミヨー

《スカラムーシュ》op.165b より〈ブラジレイラ〉

さくらさくら
忘れられないスウェーデン
N.パガニーニ

ヴェネツィアの謝肉祭 op.10

S.ジョプリン

イージー･ウィナーズ（ラグタイム）

A.ツィガンコフ

序奏とチャールダシュ

アンコール）
ロシア民謡

2 つのギター（久保田孝 編）
行商人（コロブチカ）（V.ディーテル 編）

AOI･レジデンス･クヮルテット in 東京
2015 年 11 月 14 日（土） 18:00

上野学園石橋メモリアルホール

静岡･室内楽フェスティバル 2015

AOI･レジデンス･クヮルテット
2015 年 11 月 15 日（日） 15:00
松原勝也、小林美恵（ヴァイオリン）川本嘉子（ヴィオラ）河野文昭（チェロ）
D.ショスタコーヴィチ

弦楽四重奏曲第 1 番 ハ長調 op.49

野平一郎

弦楽四重奏曲第 5 番（2015 年度静岡音楽館 AOI 委嘱作品、世界初演）

L.v.ベートーヴェン

弦楽四重奏曲第 1 番 ヘ長調 op.18-1

望月哲也 テノール･リサイタル
～オペラ･アリアの夕べ～

2015 年 11 月 20 日（金）19:00
望月哲也（テノール）
、多田聡子（ピアノ）
W.A.モーツァルト

歌劇《コシ･ファン･トゥッテ》より〈恋の息吹は〉

V.ベッリーニ

《6つのアリエッタ》より〈マリンコニーア〉
〈お行き、幸せなバラよ〉
〈喜ばせてあげて〉

G.ドニゼッティ

歌劇《愛の妙薬》より〈なんと君は美しいんだ〉

G.ロッシーニ

〈バッカス祭り〉〈亡命者〉〈踊り〉
（《音楽の夜会》
、《老いのいたずら》より）

G.プッチーニ

歌劇《マノン･レスコー》より〈３幕への間奏曲〉
（ピアノ･ソロ）
歌劇《トスカ》より〈妙なる調和〉
〈星はきらめき〉

W.A.モーツァルト

歌劇《後宮からの逃走》より〈コンスタンツェよ！また君に逢えるとは！〉

C.グノー

歌劇《ロメオとジュリエット》より〈太陽よ、昇れ！〉

G.ビゼー

歌劇《カルメン》より〈あなたが投げたこの花は（花の歌）
〉
〈三幕への前奏曲〉
（ピアノ･ソロ）

R.ワーグナー

楽劇《ヴァルキューレ》より〈冬の嵐は遠く過ぎ去り〉

歌劇《ローエングリン》より〈はるか遠い国に（名乗りの歌）〉
アンコール）
F.チレア

歌劇《アルルの女》より〈ありふれた話〉（フェデリコの嘆き）

J.マスネ

歌劇《ウェルテル》より〈春風よ、なぜ私を目覚めさせるのか！？〉
（オシアンの歌）

オーケストラを聴こう！

ブラームス：交響曲全集Ⅰ
2016 年 1 月 10 日（日） 14:00
飯森範親（指揮）、堀米ゆず子（ヴァイオリン）、東京交響楽団
J.ブラームス

大学祝典序曲 ハ短調 op.80
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
交響曲第 3 番 ヘ長調 op.90

間宮芳生の声Ⅱ

白い風、夜の歌

アメリカ･インディアンの神話による

2016 年 1 月 30 日（土） 15:00
清水寛二（シテ）、鵜澤久（ワキ）、西村高夫、柴田稔、谷本健吾（地謡）、松倉利之、和田光世、石崎陽子（パーカッショ
ン）、石川高（吹物）
、波多野睦美（呪文：朗唱）、西山まりえ（弾物：ゴシックハープ）
、高田みどり、安江佐和子（シテ）、

つむぎね（宮内康乃、ArisA、浦畠晶子、筒井キリイ）
（四声）
、塚谷水無子（風琴：オルガン）
間宮芳生

白い風ニルチッイ･リガイが通る道～最初の男と女はトウモロコシから生まれた～
（国立劇場委嘱作品）

藤枝守

夜の歌（国立劇場委嘱作品、静岡音楽館 AOI ホールヴァージョン）

びわ湖ホール声楽アンサンブル
2016 年 2 月 11 日（木･祝） 15:00
沼尻竜典（指揮）、渡辺治子（ピアノ）、びわ湖ホール声楽アンサンブル
廣瀬量平

混声合唱組曲《海のうた》

三善晃

女声合唱のための「三つの抒情」

寺嶋陸也 編

混声合唱のための宮崎駿アニメ名曲集《さくらんぼの実る頃》

湯山昭

混声合唱とピアノのためのバラード《コタンの歌》

アンコール）
沼尻竜典

歌劇《竹取物語》より〈エンディング･コーラス〉

東海林修

怪獣のバラード

佐藤眞

大地讃頌（混声合唱とオーケストラのためのカンタータ《土の歌》より）

オーケストラを聴こう！

岩手･宮古の黒森神楽
2016 年 3 月 13 日（日） 15:00

黒森神楽保存会
畠山安夫、上坂良信、松本文雄、畠山俊良、田代正一、田中大喜、皆川栄作、石黒保幸、平野智、信夫健太、
田川尚樹、戸村和希、石崎泰成
黒森神楽
打ち鳴らし、清祓、榊葉、松迎、山の神舞、恵比寿舞

