
お 願 い 

 

 

 

 

試験のため、以下の諸点についてご注意いただきたくお願いいたします。 

 

（１） 写真・ビデオ等の撮影 

花束贈呈                 厳禁いたします。 

演奏中の入・退場 ※ 

 

※ 入・退場は原則として休憩時にお願いします。演奏者交代時等、演奏の合間の 

入・退場は係員の指示に従ってください。 

 

（２） 小学生低学年以下のお子様の入場はご遠慮ください。 

 

（３） ホール内では携帯電話およびアラーム時計等の電源をお切りください。 

 

（４） 出演者以外の楽屋への立ち入りはお断りします。緊急用件は係員にお申しつけください。 

 

（５） 採点員席への立ち入りは固くお断りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐朋学園音楽部門 

東京都調布市若葉町１－４１－１ 
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http://www.tohomusic.ac.jp/ 

 

桐朋学園大学音楽学部 
 

 

2020年度 公開卒業試験 
 

ヴァイオリン・ヴィオラ 
 

 

 

 

 

2021年2月2日(火) 開演 10:30 

 

 

トッパンホール 

  

 JR 総武線（東口） 
 東京メトロ有楽町線、東西線、南北線（B1 出口） 
 都営地下鉄大江戸線（B1 出口） 
  

JR 飯田橋駅（東口）、もしくは東京メトロ飯田橋駅
（B1 出口）より、首都高速沿いの目白通りを   
目白・池袋方面にお進みください。 
「大曲」交差点の次の信号右にある中之橋を渡った
先にトッパン小石川ビル（21 階建ての建物）がござ
います。 
ホールはビルの 1 階になります。 
 

 

ホール案内図 

 
 ◇アクセス 
  飯田橋駅より(JR・東京メトロ・地下鉄大江戸線)  



10：30～ 
 

1  有山 志音 Beethoven:  Concerto D-dur op.61  1 mov. 一部省略 ピアノ 南部 麻里(嘱託) 

2  加藤 星南 Hindemith:  Concerto  1 mov. ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

3  行平 しらべ Hindemith:  Der Schwanendreher   3 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

4  石川 郁美 Elgar:  Concerto h-moll op.61   1 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

5  小野山 莉々香 Tchaikovsky:  Concerto D-dur op.35   1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

*** 休憩 *** 

6 岡田 優衣 Glazunov:  Concerto a-moll op.82 一部省略 

ピアノ 南部 麻里(嘱託) 

 

7 原田 ありさ Prokofiev:  Concerto No.2 g-moll op.63  1 mov. ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

8  志村 恵梨子 Beethoven: Concerto D-dur op.61  3 mov. ピアノ 石原 朋子嘱託) 

9  澁谷 華純 Tchaikovsky:  Concerto D-dur op.35  1 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

10  菊野 凜太郎 Dvořák:  Concerto a-moll op.53  2,3 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

*** 休憩 *** 

13：30～（予定） 

11  武田 梨瑠 Brahms:  Concerto D-dur op.77  1 mov. 一部省略 ピアノ 南部 麻里(嘱託) 

12  若山 実礼 Hindemith:  Der Schwanendreher  1 mov. ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

13  ガスマン 瑠那 Tchaikovsky:  Concerto D-dur op.35  1 mov. 一部省略 ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

14  小林 百合香 Chausson:  Poème Es-dur op.25 ピアノ 南部 麻里(嘱託) 

15  三上 のどか Prokofiev:  Concerto No.2 g-moll op.63  1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

*** 休憩 *** 

16  有山 志音 Bartók:  Viola Concerto  1 mov. ピアノ 南部 麻里(嘱託) 

17  池永 実希 Bloch:  Concerto a-moll  1mov. 一部省略 ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

18  武田 七星 Brahms:  Concerto D-dur op.77  1 mov. 一部省略 ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

19  本多 和奏 Prokofiev:  Concerto No.2 g-moll op.63  1 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

20  阿部 奏美 Chausson:  Poème Es-dur op.25 ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

*** 休憩 *** 

21 

  

松木 裕華子 

 

 

Bruch:  Schottische Fantasie op.46  Grave, Adagio cantabile, 

Allegro 

ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

 

 
22  志村 恵梨子 Hindemith:  Der Schwanendreher  3 mov. ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

23  右山 みを Chausson:  Poème Es-dur op.25 ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

24  米山 友紀乃 Tchaikovsky:  Concerto D-dur op.35  1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

25  﨑山 珠緒 Mendelssohn:  Concerto e-moll op.64  1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

*** 休憩 *** 

26  加藤 星南 Bartók:  Viola Concerto  1 mov. ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

27 須﨑 明星 Brahms:  Concerto D-dur op.77  1 mov. 一部省略 ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

28  明田川 響子 Sibelius:  Concerto d-moll op.47  1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

29  田所 小波 Stravinsky:  Concerto D-dur  1,4 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

30 久保 凪世 Ravel:  Tzigane ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

*** 休憩 *** 

31 成宮 千琴 Paganini:  Concerto No.1 D-dur op.6  1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

32  布施 海里 Brahms:  Concerto D-dur op.77  1 mov. ピアノ 梅崎 秀(SD1) 

33  酒井 雪絹音 Sibelius:  Concerto d-moll op.47  1 mov. ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

34  小林 若香菜 Brahms:  Concerto D-dur op.77  1 mov. 一部省略 ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

  *** 休憩 ***  

35  篠崎 爽太郎 Ysaÿe:  Sonates pour violon seul op.27  No.1  1 mov.  

36 中津留 綾奈  Bartók:  Rhapsodie  No.1    ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

37 北村 希 Wieniawski:  Faust Fantasy op.20 一部省略 ピアノ 柏原 亜耶(U4) 

38 橘 由貴 Brahms:  Concerto D-dur op.77   1 mov. 一部省略 ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

 


