
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
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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 

 

2019年度 公開卒業試験 

 

ヴァイオリン・ヴィオラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月6日(木) 開演 10:30 

 

調布市文化会館たづくり 

くすのきホール 

ご来場の際は入り口の受付にて 

１ 学内者はＩＤカード(「教職員証」「学生・生徒証」) 

２ その他の方はこのプログラム 

をご提示ください。これらをお持ちでない場合は受付にてお申し出ください。 

 



10：30～  

1 川邉 宗一郎 

 

Shostakovich:  Concerto No.1 a-moll op.77    

3 mov. Cadenza, 4 mov. 

ピアノ 南部 麻里(嘱託) 

2 松岡 春樹 Bartók:  Concerto No.1 a-moll Sz.36   2 mov. ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

3 森 有珠 Korngold:  Concerto D-dur op.35   1 mov.  ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

4 小林 祐月 Sibelius:  Concerto d-moll op.47   1 mov. 一部省略 ピアノ 海野 春絵(嘱託) 

5 大林 光織 Prokofiev:  Concerto No.1 D-dur op.19   1 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

 *** 休憩 ***  

6  鵜飼 哲 Sibelius:  Concerto d-moll op.47   1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

7  五月女 恵 Brahms:  Concerto D-dur op.77   1 mov. 一部省略 ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

8  髙田 佳音 Sibelius:  Concerto d-moll op.47   1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

9  齋藤 美音 Tchaikovsky:  Concerto D-dur op.35   1 mov. 一部省略 ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

10  及川 花音 Prokofiev:  Concerto No.1 D-dur op.19   1 mov.  ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

13：40～（予定）  

11 清水 耀平 Tchaikovsky:  Concerto D-dur op.35   1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

12 川元 ひなた 

 

Hindemith:  Der Schwanendreher    

3.Variationen:Seid ihr nicht der Schwanendreher 

ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

13 渡邊 優 Dvořák:  Concerto a-moll op.53   1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

14 近藤 ほなみ Tchaikovsky:  Concerto D-dur op.35   1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

15 岡 祐佳里 Bartók:  Concerto No.2 h-moll Sz.112   1 mov. 一部省略 ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

 *** 休憩 ***  

16 若林 麗 Prokofiev:  Concerto No.1 D-dur op.19   1 mov.  ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

17 石川 未央 Sibelius:  Concerto d-moll op.47   1 mov. ピアノ 河地 恵理子(嘱託) 

18  縁合 Barber:  Concerto G-dur op.14   1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

19 橋本 葉月 Dvořák:  Concerto a-moll op.53   3 mov. ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

20 中川 珠李 Prokofiev:  Concerto No.2 g-moll op.63   1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

 *** 休憩 ***  

21 剣持 まい Bartók:  Concerto No.2 h-moll Sz.112   1 mov. 一部省略 ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

22 多湖 桃子 Berg:  Concerto “To the Memory of an Angel”   1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

23 中澤 星音 

 

Shostakovich:  Concerto No.1 a-moll op.77    

Cadenza, 4 mov. 

ピアノ 樋口 一朗(M1) 

24 森下 真樹 Paganini:  Concerto No.1 D-dur op.6   1 mov. 一部省略 ピアノ 三又 瑛子(嘱託) 

25 浅倉 美羽佳 Prokofiev:  Concerto No.1 D-dur op.19   1 mov.  ピアノ 石原 朋子(嘱託) 

26 長島 安里紗 Korngold:  Concerto D-dur op.35   1 mov. ピアノ 石原 朋子(嘱託) 
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