
京都市立芸術大学音楽学部同窓会真声会
大阪支部 特別企画！！

～ピアニスト・佐藤卓史さんをお迎えして～

「コロナ禍、そしてコロナ後の音楽の在り方は？」

日時：2021年12月19日(日)13:00開場 13:30～16:15
場所：大阪市中央公会堂中集会室(３階) 入場無料(要予約・要入場券)

佐藤卓史さんと共に国の重要文化財に指定されたヨーロッパ宮殿を思わせる意匠と
優れた音響効果を期待できる広い空間で生演奏を楽しみ、語り合うひとときを！

第１部 コンサート 13:30～

休憩

第２部 佐藤卓史さんミニリサイタル 14:15～

公開レッスン 14:50～

休憩

中島 麻弥子(m.sop.) / 斎藤 真麻(pf.)

原 由莉子(pf.)

Trio Demain(トリオ ドゥマン)
中川 千絵(pf.)/小西 果林(vn.)/西村 まなみ(vc.)

受講生 若井 亜妃子(pf.)

第３部 座談会 15:40～

なかにしあかね：今日もひとつ
サン・サーンス：オペラ「サムソンとデリラ」より あなたの声に私の心は開く

ツェムリンスキー：リヒャルト・デーメルの詩による幻想曲 作品９

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲 第５番 ニ長調「幽霊」作品70-1 第１楽章

モーツァルト：ロンド ニ長調 K.485
シューベルト：楽興の時 D780より 第１曲・第３曲
シューマン/リスト：献呈 作品25-1
ショパン：ポロネーズ 第６番 変イ長調 作品53「英雄」

シューベルト：ピアノ・ソナタ 第７番 変ホ長調 D568 第１楽章

プログラム

大阪市北区中之島１丁目１番27号　淀屋橋駅より徒歩５分

　　　　　　　主　　　催：京都市立芸術大学音楽学部同窓会真声会大阪支部
　　　　　　　後　　　援：京都市立芸術大学音楽学部同窓会真声会

お申し込み・お問い合わせ：090-8232-0780 / otoyaotomiyamada@gmail.com (大冨) 

特別出演 佐藤卓史 (ピアノ )
　高校在学中の 2001 年、日本音楽コンクールで第１位。東京藝術大学を首席で卒業後渡欧、ハノーファー

音楽演劇大学ならびにウィーン国立音楽大学にて研鑽を積む。2007 年シューベルト国際コンクール第１

位、2010 年エリザベート王妃国際コンクール入賞、2011 年カントゥ国際コンクール第１位など受賞多数。

NHK 交響楽団、東京交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、ベルギー国立管弦楽団をはじめ内外のオー

ケストラと共演。　2012 年よりエリザベート王妃国際コンクール公式ピアニストを務める。2014 年より

「佐藤卓史シューベルトツィクルス」を展開、ライフワークとしてシューベルトのピアノ曲全曲演奏に取

り組んでいる。

中島 麻弥子 (メゾソプラノ )
　京都市立芸術大学音楽学部声楽専攻卒業。
　第 22 回兵庫県高等学校独唱独奏コンクール独唱部門 金賞受賞、第 14 回 KOBE 国際学生音楽コンクール声楽部門 
優秀賞受賞。
　受賞者によるガラコンサート (神戸及び、イタリア・ミラノのカーサ・デ・ヴェルディ )に出演。
同年、西宮市民会館アミティーホールにて、第 27 回大学新卒推薦音楽会フレッシュコンサート 2009 に出演。
2011 年９月、兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホールにてジョイントリサイタル、2017 年９月、同ホールに
てソロリサイタルを開催。
　これまでに松尾明子、三井ツヤ子の両氏に師事。
ムジカリネン山手、真声会、西宮音楽協会、神戸音楽家協会、関西歌曲研究会会員

斎藤 真麻 (ピアノ )
　京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒業後、ベルリン ハンスアイスラー音楽大学マスター課程を卒業。ヤマハ
音楽留学支援制度奨学生。
　堺国際ピアノコンクール F部門１位。ARD ミュンヘン国際音楽コンクールにてアナトールウゴルスキ特別賞授賞。
アーヘン国際ピアノコンクール３位、ベルリンコンクール２位、ブゾーニ国際ピアノコンクールではファイナルラ
ウンドに出場し奨学金を受ける。2016 年より１年間カリフォルニア大学サンタバーバラ校にて更に研鑽を積む。こ
れまでにピアノを上野敬子、鳥居知行、服部久美子、浜口奈々、F. ビディーニに、チェンバロを中野振一郎氏、室
内楽を上野真、俣野修子、G. サバ、K. ブラッハーの各氏に師事。

原 由莉子 (ピアノ )
　大阪府立夕陽丘高等学校音楽科、京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒業、ウィーン国立音楽大学大学院修了。
イタリアで行われたヴィッラフランカ・ディ・ヴェローナ国際音楽コンクール、タディーニ国際音楽コンクールで
優勝。E.W. コルンゴルトの室内楽作品の演奏がオーストリア国営ラジオで放送され、同作品についての修士論文が
欧州全土で出版されている。
　神戸フィルハーモニック、大阪交響楽団、京都シンフォニカ、兵庫芸術文化センター管弦楽団との共演、大阪ク
ラシックへの出演等、ソロ・室内楽問わず活動中。 辻田裕子、小出ひろみ、大冨栄里子、故田辺緑、坂井千春、イリー
ナ・メジューエワ、クリストファー・ヒンターフーバーの各氏に師事。

Trio Demain ( トリオ ドゥマン )
　2016 年 11 月結成。2017 年３月、８月、2018 年８月に演奏会を開催し、好評を得る。演奏会の中では既存のピア
ノ三重奏の曲だけでなく、新曲作品の初演にも挑戦したり、テーマを決めて演奏をしたりと独自の活動を行っている。
　メンバー全員が、室内楽をより学びたいという意志を強く持っていたため、2018 年より本格的に活動を始める。
　ピアノの中川とヴァイオリンの小西は 2016 年に京都市立芸術大学大学院音楽研究科を修了し、チェロの西村は
2017 年に京都市立芸術大学音楽学部を卒業。

若井 亜妃子 (ピアノ )
　京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒業。
　ハンブルク音楽演劇大学大学院修士課程修了後、ハノーファー音楽演劇メディア大学ソリスト課程修了、ドイツ
国家演奏家資格を取得。
　第 51 回国際ピアノコンクール“Arcangelo Speranza”( イタリア ) 第２位、第 24 回 ABC 新人コンサート音楽賞、
2019年度秋篠音楽堂アーティスト賞など数多くのコンクールにて受賞。また、国内外のオーケストラとの共演のほか、
国内外の音楽祭にも出演。
現在は、演奏活動のほか、後進の指導、小学校や養護学校にてアウトリーチ活動を行う。
「とよなか ARTS ワゴン」レジデントアーティスト。
　奥本順子、中野慶理、樋上由紀、フォルカー・バンフィールド、マルクス・グローの各氏に師事。

プロフィール
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