
至・府中 至・新宿

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・
広場口 中央口

ローソン

Taxi、バス乗り場

三菱東京

UFJ銀行

調布駅

調布市グリーンホール

調布市文化会館
くすのきホール

京王線・調布駅

（新宿から約15分）
中央口または広場口

グリーンホール：駅前すぐ

くすのきホール：徒歩3分

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下さい。 

 

（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下さい。 

 

（５） 採点員席への立ち入りは固くお断りします。 

 

 

 

 

 

 

ホール案内図 

 

 

 

                          桐朋学園音楽部門 

                          東京都調布市若葉町１－４１－１ 

                            電話 03(3307)4101（代） 

                          http://www.tohomusic.ac.jp/ 

 

 

 

桐朋女子高等学校音楽科 

 

2020年度 公開卒業試験 

 

ヴァイオリン・ヴィオラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月1日(月) 開演 10:30 

 

調布市文化会館たづくり 

くすのきホール 

【2020 年度公開試験における入場制限について】 

新型コロナウィルス感染症対策として、公開試験の入場は次の①②の方に限らせていただきます。 

①試験受験生の関係者   ②本学学生・生徒 

なお、①②いずれの場合も、本学事務局への申請が必要となります。 

申請方法については、学内ポータルサイトのお知らせ欄にて確認してください。 

 



10：30～  

1 黒澤 葵 Prokofiev:  Concerto No.1 D-dur op.19  1 mov. ピアノ 南部 麻里(嘱託) 

2 斎京 法子 Wieniawski:  Concerto No.1 fis-moll op.14  1mov. ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

3 奥田 瑛生 Tchaikovsky:  Concerto D-dur op.35  1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

4 相澤 久恋夏 Brahms:  Concerto D-dur op.77  1 mov. ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

5 藤井 奏子 Prokofiev:  Concerto No.1 D-dur op.19  1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

 *** 休憩 ***  

6  伊東 桃子 Wieniawski:  Concerto No.1 fis-moll op.14  1mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

7  中山 亜理渚 Barber:  Concerto G-dur op.14  1 ,3 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

8  則久 雅子 Sibelius:  Concerto d-moll op.47  1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

9  雁瀬 心生 Prokofiev:  Concerto No.1 D-dur op.19  1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

10  長谷山 寧音 Sibelius:  Concerto d-moll op.47  1 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

13：40～（予定）  

11 田中 里奈 

 

Wieniawski:  Fantasie Brillante sur "Faust" A-dur op.20 

一部省略 

ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

12 関 桃 Prokofiev:  Concerto No.1 D-dur op.19  1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

    

13 渥美 結佳子 Sibelius:  Concerto d-moll op.47  3 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

14 赤根 学弥 Bruch:  Schottische Fantasie op.46 No.4 ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

15 井上 愛梨 Sibelius:  Concerto d-moll op.47  1 mov. 一部省略 ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

 *** 休憩 ***  

16 大野 樹 Tchaikovsky:  Concerto D-dur op.35  1 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

17 宮澤 りん Dvořák:  Concerto a-moll op.53  3 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

18 木立 寛人 Szymanowski:  Concerto No.1 op.35 一部省略 ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

19 保井 花子 Sibelius:  Concerto d-moll op.47  1 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

20 目野 菜々子 Brahms:  Concerto D-dur op.77  1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

 *** 休憩 ***  

21 鈴木 双葉 Bartók:  Concerto No.2 1 mov. 一部省略 ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

22 大島 みなみ Sibelius:  Concerto d-moll op.47  3 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

23 堀竹 優衣 Ravel:  Tzigane ピアノ 坂口 由侑(U1) 

24 尾脇 眞子 Brahms:  Concerto D-dur op.77  1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 
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