
【コンピュータ音楽専修】
14:00 開演（13:30 開場）   会場：6 号館 110 スタジオ

1. 梅津　歩嵩（コンピュータ音楽）　 青春亭藤丸（落語）
音小説「giocare」- per rakugo e il video ……………………………………………………………………………………………………………… 梅津　歩嵩

2. 長嶋　海里（コンピュータ音楽）
Krum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 長嶋　海里

【声楽専修／鍵盤楽器専修／弦管打楽器専修】
15:00 開演（14:30 開場） 会場：国立音楽大学講堂大ホール

1. 飯島　詩織 （ソプラノ） 關　音々子 （ピアノ）
歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》より “ 岩のように動かず ” ……………………………………………………………………………… W.A. モーツァルト

2. 白鳥　早也香 （ピアノ）
ピアノ・ソナタ 第 1 番 作品 22 より 第 1 楽章、第 2 楽章、第 4 楽章 ………………………………………………………………………… A. ヒナステラ

3. 田口　桂子（フルート） 岡本　知也（ピアノ）　
演奏会用ソロ 第 6 番 作品 82 …………………………………………………………………………………………………………………… J. ドゥメルスマン

4. 吉田　美央（ピアノ）
メフィスト・ワルツ 第 1 番「村の居酒屋の踊り」 S.514 R.181 ……………………………………………………………………………………… F. リスト

5. 坂西　俊樹 （テノール） 杉崎　優実 （ピアノ）
歌劇《アルバ公爵》より “ 清らかで美しい天使よ ” …………………………………………………………………………………………… G. ドニゼッティ

6. 山﨑　玲美（ピアノ）
ピアノ・ソナタ 第 1 番より 第 1 楽章 ………………………………………………………………………………………………………………… C. ヴァイン

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

7. 小出　菜月（電子オルガン）
glow …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 小出 菜月

8. 仁平井　彩圭 （ピアノ）
バラード 第 4 番 ヘ短調 作品 52 ………………………………………………………………………………………………………………………… F. ショパン

9. 四間丁　愛里 （メゾ・ソプラノ） 坂上　みずき （ピアノ）
歌劇《皇帝ティートの慈悲》より “ ああ、今この時だけでも ” …………………………………………………………………………… W.A. モーツァルト

10. 吉山　健太郎（オーボエ） 松岡　亜希子（ピアノ）
アダージョとアレグロ 作品 70 ……………………………………………………………………………………………………………………… R. シューマン

11. 島谷　真実 （ソプラノ） 松山　優香（ピアノ）
歌劇《ツァイーデ》より “ 安らかにお休み ” ………………………………………………………………………………………………… W.A. モーツァルト

12. 成田　美由紀（フルート） 岡本　知也（ピアノ）
コンチェルティーノ 作品 107 ……………………………………………………………………………………………………………………… C. シャミナード

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

13. 小松　茜（打楽器） 亀尾　洸一（ピアノ）
打楽器のための協奏曲より 第 2 楽章、第 4 楽章 …………………………………………………………………………………………………… A. ジョリヴェ

14. 佐藤　新菜 （ソプラノ） 田端　大真 （ピアノ）
歌劇《結婚手形》より “ この喜びを聞いてください ” …………………………………………………………………………………………… G. ロッシーニ

15. 金安　遥佳（ヴァイオリン） 岡本　知也（ピアノ）　
詩曲 作品 25 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… E. ショーソン

16. 關　音々子（ピアノ）
仮面劇 作品 34 より 2. 道化のタントリス  3. ドン・ファンのセレナーデ …………………………………………………………………… K. シマノフスキ

17. 橋岡　成海 （テノール） 田端　大真 （ピアノ）
歌劇《ロミオとジュリエット》より “ ああ、太陽よ昇れ ” …………………………………………………………………………………………… C. グノー

※就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。
※やむを得ない事情により、出演者・曲目等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

主催：国立音楽大学
お問合わせ：国立音楽大学演奏センター　042-535-9535　https://www.kunitachi.ac.jp/

平成 30 年度　国立音楽大学 卒業演奏会
日時：2019 年 3 月 17 日（日）

入場無料



【ジャズ専修】
16:00 開演（15:30 開場） 会場：6 号館 110 スタジオ

岡　勇希（ジャズ・サックス） 吉野　菫（トランペット）多田　涼馬（ドラム）武本　和大（ピアノ）川﨑　亮（ベース）
One day flash ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 岡　勇希
My foolish heart …………………………………………………………………………………………………………………………………………… V. ヤング
Are you real ？ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… B. ゴルソン

【声楽専修／鍵盤楽器専修／弦管打楽器専修／作曲専修】
17:00 開演（16:30 開場） 会場：国立音楽大学講堂大ホール

1. 紺野　鷹生（作曲）　 板倉康明（指揮）／国立音楽大学有志オーケストラ（管弦楽）
《冬　―庭園―》　for orchestra ………………………………………………………………………………………………………………………… 紺野　鷹生

2. 奥村　漱介（作曲） 　板倉康明（指揮）／国立音楽大学有志オーケストラ（管弦楽）
Tangle ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 奥村　漱介

3. 秋山　陽香 （ソプラノ） 水野　優花 （ピアノ）
歌劇《清教徒》より “ あなたの優しい声が ” ……………………………………………………………………………………………………… V. ベッリーニ

4. 宮本　剛（トロンボーン） 松岡　亜希子（ピアノ）
アリアとポロネーズ 作品 128 ………………………………………………………………………………………………………………………… J. ジョンゲン

5. 金岡　成美 （ピアノ）
ピアノ・ソナタ 第 4 番 嬰ヘ長調 作品 30 ……………………………………………………………………………………………………… A. スクリャービン

6. 盛合　匠 （テノール） 田端　大真 （ピアノ）
最後の陶酔 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… O. レスピーギ
歌劇《愛の妙薬》より “ 人知れぬ涙 ” …………………………………………………………………………………………………………… G. ドニゼッティ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

7. 熊倉　実里（ハープ）
伝説 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… H. ルニエ

8. 竹原　明日香 （ソプラノ） 田端　大真 （ピアノ）
4 つのリスペット 作品 12 より 1. あなたがあの角に現れるのを見た時 ……………………………………………………………………… E.W. フェラーリ
歌劇《清教徒》より “ 私は美しい乙女 ” …………………………………………………………………………………………………………… V. ベッリーニ

9. 恒遠　麿帆（ヴァイオリン） 林　亜華里（ピアノ）
序曲とロンド・カプリチオーソ 作品 28 ……………………………………………………………………………………………………… C. サン＝サーンス

10. 和田　央 （バリトン） 谷田　菜々美 （ピアノ）
旅の歌より 1. 放浪者  5. 夢の中で ……………………………………………………………………………………………………………… R.V. ウィリアムズ

11. 藤本　直樹（ユーフォニアム） 林　亜華里（ピアノ）
「ヴェニスの謝肉祭」による幻想曲と変奏曲 ………………………………………………………………………………………………………… J.B. アーバン

12. 大城　みなみ （メゾ・ソプラノ） 川端　夢衣 （ピアノ）
歌劇《ラ・ファヴォリータ》より “ ああ、私のフェルナンド ” ……………………………………………………………………………… G. ドニゼッティ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

13. 田端　大真 （ピアノ）
詩的で宗教的な調べより 7. 葬送 …………………………………………………………………………………………………………………………… F. リスト

14. 澤井　安海（ホルン） 神永　睦子（ピアノ）
頂上にて ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E. ボザ

15. 中村　このみ （ピアノ）
ピアノ・ソナタ 第 4 番 嬰ヘ長調 作品 30 ……………………………………………………………………………………………………… A. スクリャービン

16. 渡邉 玲子（フルート） 齋藤　亜都沙（ピアノ）
カルメン幻想曲 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… F. ボルヌ

17. 關　奈々子 （ピアノ）
ピアノ・ソナタ 第 10 番 作品 70 ……………………………………………………………………………………………………………… A. スクリャービン

18. 鈴木　香栞 （ソプラノ） 田端　大真 （ピアノ）
歌劇《セミラーミデ》より “ 麗しい光が ” ………………………………………………………………………………………………………… G. ロッシーニ

※就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。
※やむを得ない事情により、出演者・曲目等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

主催：国立音楽大学
お問合わせ：国立音楽大学演奏センター　042-535-9535　http://www.kunitachi.ac.jp/

平成 30 年度　国立音楽大学 卒業演奏会
日時：2019 年 3 月 18 日（月）

入場無料


