
桐朋学園大学院大学 桐朋アカデミー・オーケストラ

桐朋桐朋アカアカアカデミデミデミーー・オオーケストラ 2022秋季コンサートト・スケスケジュジュジュールール

会場会場場場場＝＝＝＝オオオーオーオーバード・ホール
開開開開開演＝14：00（開場13：00）
入場場料＝料＝1,000円0円（税込込））

指揮指揮指揮指 ／／／十十十十束束束束 尚尚尚尚宏宏宏
独奏独奏独奏／／桐桐桐桐朋朋朋朋学学学学学学学学学学学学学学学学園園園園園園園園園園園園園園園園園大大大大大大大大大大大大大大大大学学学学学学学学学院院院院院院院院院大大大大大大大大大学学学学学学学生生生生生生

クラクラリネリネネットットット独独独奏独独奏／／／／亀亀亀井井 良良信信

チェチェチェチェチェロ独ロ独ロ独ロ独ロ独奏／銅銀銀 久久久弥弥弥

※独奏※独奏※独奏独奏独奏独奏独奏独奏独奏独奏独奏独奏独奏独奏奏者と演者と演者と演者と演者と演者と演演奏曲目奏曲目奏曲奏曲目曲曲目曲目奏 ははは9月はは9月9月に実施に実施に実施するする
学内学内学内学内学内学内内オーデオーデオオーデーデーデオ ィィィショィショョンをンを経ンを経て決定て決定されまされ す。す。

桐朋学園大学院大学 桐朋アカデミー・オーケストラ

協奏曲のひととき

（全席（全席自由／自由／友の会友の会会会員・会員・会員・会員・会員・学生・学生・生徒・生徒・児童児童 無料）無料）

会場会場会場＝＝オーオーバーバード・ド・ホーホーホ ルル
開演開演演＝＝1414：0：000（開場（開場13：13：00）00）

入場入場料＝料＝3,3,00000円0円（税込（税込））

リスリスリスト：ト：交響交響詩「詩 オルオルフェフェウスウス」」
フラフランセンセ：ク： ラリラリネッネッネ ト協ト協奏曲奏曲
ベルベルリオリオーズーズー ：幻幻想交想交響曲響曲曲 作作品1品144          

指揮指揮揮／／ジジョョセセセフフフフフフ・ウウウォォルルフフ

会場＝オーバード・ホール
開演＝14：00（開場13：00）
入場料＝3,000円（税込）

（全席自由／友の会会員・学生・生 生徒・生徒 児童 童 無料）無料）無料）無料）

（全席（全席自由／自由／由／友の会友の会友の会会会員会員・会員・学生・学生・生・生徒・生徒・生徒生 児童児童児童 無料）無料）

（オー（オー（オー（オー（オー（オーオー（オー（オー（オーオーオーオーディシディシディシディシディシディション選ョンョン選ョンン選ン選選抜者抜者抜者）抜者抜者））

ドヴヴォルォルルザザーザーク：クク：チェチェロ協ロ協奏奏曲曲ロロ短調短調 作作品1品104
シショスタスタコーコーーヴィヴィヴィチ：チ：交響交響曲曲曲 第5第5番番 短ニ短調調 作品作品作品474747

指揮指揮／／尾尾尾高高高 忠忠忠忠明明明明明

桐朋アカデミー・オーケストラ

特別演奏会

土9/17

土10/22
桐朋アカデミー・オーケストラ

特別演奏会

日11/20

写真提供：札幌交響楽団

県民芸術文化祭2022協賛事業

桐朋桐朋オーオーケスケストラトラ・ア・アカデカデミーーミ
第第5500回回 室室内内楽楽定定期期演演演奏奏奏会会
※学内※学内選抜グ選抜グループループによるによる室内楽室内楽プログプロ ラムラ

会場会場＝＝富山富山市民市民プラプララザ ザザ アンアンアンアンアンアアンアンサンサンサンサンサンサンサンサ ブルブルブルブルブルブブルブ ホーホホホホホ ルルルル
開演開演＝両日両日ともとも1919：0000000（（（（開場18：18：00）00）
入場場無料無料11/10 金11木

チケッチケッチケッケット販売ト販売ト販売販 所所　ア所　ア所所 スネッスネットカウトカウカ ンターンター（オー（オーバードバー ・ホーホ ル1F）
■主催■主催■主催■主催／桐朋／桐／桐朋桐／桐／ オーケオーケストラストラ・アカ・アカカデミーデミー、桐朋桐朋学園大学園大学、桐学 桐朋学園大学院院大学、（公財公財）富山）富山市民文市民文市民文化事化事業団、富団、団、富山市、市、市、
　 富山富山市教育市教育委員会委員会、㈱北、㈱北日本新日本新聞社　聞社
■後援■後援■後援援■ 援／富山／富山県、（県、（一社）一社）富山県富山県芸術文芸術文化協会化協会　
■お■お問お問い合わい合わ合合合 せ／〒せ／〒930930-01-013838 富山市富山市呉羽町呉羽町 1884-17 桐朋学園音楽楽部門 富山富山グルーグルーグ プ教学プ教学プ チーム TET L.076-76 434-688800000

桐朋オーケストラ・アカデミー

「友の会」
会員募集中

※公演日当日のご入会は受付しておりません。
　ご入会方法は、本学ホームページをご覧ください。

※新型※新※新※新型型型コロナコロナコロナウイルウイルイルス感染ス感染ス感染感染症の感症の感症の感の感染染状況染状況によっによっては、ては、開催中催中止、入入場方法の変更をさせていたていただく場だく場く 合がご合がございまざいまい すのですのでの 予めご予めご予 了承く了承くださいさいいだ い。
※演奏※※演奏演奏演奏※演 曲目・曲目・曲目曲目 出演者出演者出演者出演者等は変等は変等は変等は変更にな更にな更に る場合る場合もありもあります。ます。演奏会演 等に関する最る 新情報は、本学ホー学ホームペームペーージ（hジ（httpttp://://wwwwww.to.tohomomusic.ac c.jp）をp）をp）を）をご覧くご覧くださだださい。
※新型※新型※新型※新型コロナコロナコロナナウイルウイルイルウイルス感染ス感染ス感染感染拡大防拡大防拡 止の観止の観点より点より、ご来、ご来場いた場 だきましたお客様のお名前名前、ご連、ご連絡先、絡先、先 お掛けお掛け掛 になっになった座席た座席席番号の番 情報を報ををを公演公演当公演当公 日日に所日に所定の方法にて法にて本学へ本学へご提供ご提供をお願をお願
いしていしていしてておりまおりまおります。ごす。ごす。ごす ご提供い提供い提供提供 ただいただいた情報た情報は、必は、必要に応要に じて保て 健所等の公的機関へ調査協査協力を目力を目力 的とし的とし的 て提供て提供させてさせていただく場合合合があがありがありがありますますのすので、あで らかじじめご了めご了承ください。い。

※※※桐朋オ桐朋オ桐朋オ桐朋オーケスーケスーケスケストラ・トラ・トラ・トラ・アアカデアカデミー友ミー友の会会の会会員・学員・学生・生生・生徒・児徒・ 童の皆童 様は、無料でご入場いただいただだけますけますけ が、満が、満席とな席となった際った は入場は入場は をお断お断お断お断りりりするりするることがことがございます。ます。あらかあ じめごめご了承了承くださいさいさいいい。。。。。
※一般※一般※一般※一般有料チ有料チ有料チ有料チケットケットケットトケ は9月は9月1日（1日（木）よ木）より下記り下記プレイプレ ガイドガイ にて発売予定。



日11/20

土10/ 22

土9/17
2 0 2 2  秋季コンサート出演者プロフィール

ジョセフ・ウォルフ Joseph Wolfe Yoshinobu Kamei

Naohiro Totsuka

［指揮］ 亀井 良信［クラリネット］

［指揮］ 銅銀 久弥 Hisaya Dogin尾高 忠明 Tadaaki Otaka ［チェロ］

［指揮］ その後もウィーン国立歌劇場で研鑽を積む。海外ではコーミッシェ・オ
パー・ベルリン、ドイツ・ヘッセン州立劇場（ヴィースバーデン）、ブリュッセ
ル・モネ劇場等、ドイツ、フランス、ベルギー、ハンガリー等の歌劇場や
オーケストラに客演。2011年大阪音大ザ・カレッジ・オペラハウス「ねじの
回転」（ブリテン）公演第66回文化庁芸術祭大賞受賞。2012年小澤征爾音
楽塾オペラ公演、又2012年、2013年サイトウ・キネン・フェスティバルで
小澤塾オペラ、オケ公演を指揮。2013年新国立劇場でオペラ「夜 ケ池」
（香月修）初演。又最近は作曲・編曲活動も行なっており、2 0 1 1年に
Tondichtung „Zu einer Geschichte“と„Zwischenspiel“を、2012年に
Symphonie、2013年にOuvertüre、2014年に„Apokalypse“、2015年に
„Aufst ieg  zum Himmel“と„Scherzo“を、2016年に„Renaissance“、
2017年6月にKammersymphonie „Passion Christ i“を初演。2018年3
月、„Aus dem Gilgamesch-Epos“を初演、9月再演。ウィーン在住。

東京に生まれる。5歳よりピアノを高柳朗子氏に師事。桐朋学園大学
指揮科及び研究科に学ぶ。故森正、高階正光、小澤征爾、秋山和慶、
黒岩英臣、尾高忠明の各氏に師事。1982年「第17回民音指揮者コ
ンクール」第1位。1983年、1984年タングルウッド音楽祭にフェロー
シップ・コンダクターとして招かれ、バーンスタイン、プレヴィン、ス

ラットキン、マズアの各氏等に師事し、クーセヴィツキー指揮大賞を受賞。1984年ボ
ストン交響楽団にて小澤征爾氏のアシスタントを務め、同年新日本フィルハーモニー
交響楽団定期演奏会を指揮。1984年-85年ベルリンに留学。1989年NHK交響楽団
定期演奏会を指揮。群馬交響楽団正指揮者、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽
団常任指揮者、広島交響楽団音楽監督を歴任。1997年フランス「ノルマンディーの
10月」音楽祭に広島交響楽団と共に招かれる。2002年よりローム財団奨学金を得、

桐朋学園子供のための音楽教室広島教室で、
齋藤秀雄氏と門下の著名なチェリスト達の指導
を受ける。桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）
と桐朋学園大学および同大学研究科では、藤原
真理、倉田澄子、井上頼豊の各氏に師事。在学

中、桐朋学園オーケストラ、広島交響楽団のソリストとして共演し
た。読売新人演奏会、広島市新人演奏会出演。米国のタングルウッ
ド音楽祭に奨学金を受け参加。1984年からＮＨＫ交響楽団で36
年間演奏し、フォアシュピーラーも務めた。在団中にＮ響の海外研
修員として、ミュンヘンでＷ.ノータス氏に師事した。ソロ、室内楽、
オーケストラ客演首席、などで活躍しており、美しい音色と深い音
楽性で多くの聴衆を魅了している。さくら弦楽四重奏団では、ベー
トーヴェン全曲チクルスなどを継続的に演奏している。チェロ四重
奏団『ラ・クァルティーナ』ではCDを多数リリース。ソロCDアルバム
『パンペアーナ』も好評を得ている。2012年より桐朋学園大学院大
学教授、2022年より桐朋オーケストラ・アカデミー所長に就任。

1947年生まれ。ロンドン交響楽団、ロンドン・フィル、BBC交響楽団、バーミンガム市
交響楽団ほか国内主要オーケストラへの定期的な客演に加え、ベルリン放送交響
楽団、hr交響楽団、ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団、イル=ド=フランス国
立管弦楽団、KBS交響楽団等へ客演している。2017年BBCウェールズ・ナショナル交
響楽団首席指揮者就任（現桂冠指揮者）から30年に当たりオール・エルガーによる

記念コンサートが開催された。2019年はBBCウェールズ・ナショナル響と、BBCプロムスに通算32回目
の出演を果たした。これまで1991年度第23回サントリー音楽賞受賞。1993年ウェールズ音楽演劇大
学より名誉会員の称号、ウェールズ大学より名誉博士号を、1997年英国エリザベス女王より大英勲章
CBEを授与された。さらに1999年には英国エルガー協会より、日本人初のエルガー・メダルを授与さ
れている。2012年有馬賞（NHK交響楽団）、14年北海道文化賞、18年度関西音楽クリティック・クラブ賞
本賞、大阪文化祭賞、日本放送協会放送文化賞、19年第49回JXTG音楽賞洋楽部門本賞を受賞、21年
旭日小綬章を受章。現在NHK交響楽団正指揮者、大阪フィルハーモニー交響楽団音楽監督、BBC
ウェールズ・ナショナル管弦楽団桂冠指揮者、札幌交響楽団名誉音楽監督、東京フィルハーモニー交
響楽団桂冠指揮者、読売日本交響楽団名誉客演指揮者、紀尾井ホール室内管弦楽団桂冠名誉指揮者。
2021年から「東京国際音楽コンクール〈指揮〉」第4代審査委員長に就任。東京藝術大学名誉教授、相
愛大学、京都市立芸術大学音楽学部客員教授、国立音楽大学招聘教授を務めている。

十束 尚宏

愛知県名古屋市生まれ。9歳のときに父のて
ほどきで、クラリネットを始める。桐朋女子
高等学校音楽科（男女共学）卒業後、渡仏。
パリ市12区立ポール・デュカ音楽院、オーベ
ルヴィリエ・ラ・クールヌーヴ地方国立音楽

院をいずれも満場一致の1位で卒業する。ピエール・ブーレー
ズに認められフランスの騎馬オペラ団"ジンガロ劇団"のスペ
クタクル"TR IPT IK "でソリストとして世界ツアー2年8ヶ月間
300公演以上出演。2003年帰国。各地のホールに招かれリサ
イタルや室内楽演奏会を行っている。NHK-FM「ベストオブク
ラッシック」NHK-BS「クラッシック倶楽部」「題名のない音楽
会」などにも出演。地域創造公共ホール音楽活性化支援事業
アーティストとしてピアニスト鈴木慎崇氏と「デュオ・レゾネ」
としてアウトリーチ活動もしている。CD「 R h a p s o d i e」
「Cantabi le」「Romanze」(オクタヴィアレコード）が「レコー
ド芸術」特選盤に選ばれている。第16回出光音楽賞、2005年
度「アリオン賞」2009年度名古屋音楽ペンクラブ賞を受賞。桐
朋学園大学准教授

その将来を嘱望される指揮者ジョセフ・ウォルフは英国王立音楽アカデミーやドレ
スデン・カール・マリア・フォン・ウェーバー大学でジョルジ・パウクやラインハルト・
ウルブレヒト等にヴァイオリンを学び、またアマデウス、ボロディン、タカーチなど
の名だたる弦楽四重奏団の下でも研鑽を積むなど室内楽奏者としての経験も豊富
で近年は自らが主宰するウォルフ・カルテットにおける今後の活動も期待される。

指揮をコンラート・フォン・アーベル、ヨルマ・パヌーラ、クルト・マズア、小澤征爾に師事。ドレスデン・
カール・マリア・フォン・ウェーバー大学在学中に早くもブランデンブルク・フィルの指揮者となった。
英国に戻ってからもギルドホール音楽演劇学校で研鑽を積み、ロンドン・ニムロッド・アンサンブル
を結成。2004年夏のタングルウッド音楽センターに招かれた際には、クルト・マズアと分担し、ブリテ
ンのオペラ『真夏の夜の夢』の指揮している。第7回リーズ指揮者コンクール入賞。ロンドン交響楽団
を度々指揮しているのをはじめとして、ロンドン・フィル、イギリス室内管弦楽団、バーミンガム市交響
楽団、ロイヤル・リヴァプール・フィル、ロイヤル・フィル、シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア、スコッ
トランド室内管弦楽団、ロンドン・モーツァルト・プレイヤーズ、アイルランド国立交響楽団、オランダ
放送フィル、バンベルク交響楽団、ミュンヘン室内管弦楽団、日本フィル、札幌交響楽団、東京都交響
楽団、東京シティ・フィル、京都市交響楽団、日本センチュリー交響楽団、広島交響楽団、群馬交響楽団
などに客演。特に日本には2009年以来ほぼ毎年来日して共演を重ねており、その演奏はいずれも非
常に高い水準にあると賞賛されている。2017年4月 兵庫芸術文化センター管弦楽団定期（3公演）で
のエルガー：ヴァイオリン協奏曲（ヴァイオリン＝漆原朝子）＆交響曲第1番がライヴレコーディング
CDとしてリリース。各方面より絶賛を博している。

写真提供：札幌交響楽団

演奏を通して、音楽の本質に触れる。
者育成のための教育機関として、富山市《桐朋オーケストラ・アカデミー》は、プロ・オーケストラ奏者
以来、桐朋学園の伝統である合奏教育の協力のもと、1995年9月、呉羽に開校いたしました。開校以
授陣が指導にあたっています。《桐朋アを主とした独自のカリキュラムを編成し、内外の一流の教授
の場として、教授陣及び、ここで研修すカデミー・オーケストラ》は、その教育成果を発表する実践の
演奏会、特別演奏会、桐朋学園大学院大る国内外各地で選抜された学生を中心に組織され、定期演

学生をソリストとする協奏曲のひととき等の公演を行い、地域の文化活動にも貢献しています。地

OrchestraTOHO Academy O




