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主催　国立音楽大学楽器学資料館
お問い合せ　国立音楽大学楽器学資料館　☎042-535-9574

http://www.gs.kunitachi.ac.jp/j_index.html

東京芸東京芸術大学術大学音楽学音楽学部器楽部器楽科を経科を経て同大て同大学大学学大学院修士院修士課程を課程を
修了。修了。知性と知性と感性、感性、繊細さ繊細さとダイとダイナミズナミズムを兼ムを兼ね備えね備えたピアたピアニニ
ストとストとして高して高い評価い評価を受けを受ける。内る。内外のオ外のオーケスーケストラとトラとの共演の共演、、
室内楽室内楽のコンコンサート、放送、放送番組な番組など多数ど多数出演。出演。音楽を音楽を多面的多面的
に捉えたレクチャーチャーャ ・リサイタルも積極も積極的に行的に行い、朝い 朝日新聞日新聞のの
天声人天天声人語にも語 紹介さ紹介されるれ 。。また歴歴史的楽史史的楽器を使器器 ってのの演奏会奏会
や録音音音にも数も数多く取多く取り組みり組み、、それぞそれぞれの時れの時代の中代の中で作曲で作曲家が家が
求めた求めた響きと響きとその美その美学を追学を追い求めい求めているている。。ショパショパン生誕ン生誕２００２００
年記念年記念年には年には、全国、全国各地で各地でプレイプレイエルにエルによる演よる演奏会に奏会に出演し出演し、、
大賀ホ大賀ホールでールでは天皇は天皇皇后両皇后両陛下ご陛下ご臨席の臨席のもと御もと御前演奏前演奏を行うを行う。。
２０１２０１２０１１年ベ１年ベ１ ーゼンゼンゼンドルフドルファァー・アーテア ティストィストの称号の称号を受けを受け、、
ウィーンにおンに いてのリサイタルははタルは好評を博しオ博しオーストーストリアのリアのピアピア

ノ専門ノ専門誌ヴァ誌ヴァインベベルガールガ の表紙の表紙を飾る。２０１２年イタリイ ア・ロヴェレヴ レート国ート国際モー際モーツァルツァルト音ト音
楽祭に楽祭に出演出 。「青春春のモーモーツァルツァルトト」」ほか１かほか１０枚の０枚のＣＤをＣＤをリリーリリースス。。著書著書にに「モー「モーツァルツァルトのピトのピアノアノ
音楽研究究」（音楽音 之友社）など。国立国立音楽大音楽大学准教学准教授授
久元祐祐久元祐子ウェ子ウ子ウェブサイブサイト　hト httpttp://://wwwwww.yu.yuko-ko hishisamoamoto.to.jp/jp/
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2013年6月28日（金）
１８時３０分開演（１８時開場）

ⓐ ハⓐ ハⓐ ハⓐ ハⓐハⓐ ハⓐハⓐハⓐ ープシープシープシープシープシープシププシプシコードコードコードコードコードードコードードコード：：：：：：：M ザM.ザM.ザM ザM ザM ザM ザM ザM ザスマンスマンスマンスマンスマンスマンスマンスマンスマン製作1製作1製作1製作1製作1製作1製作1製作1製作1981981981981981981981981981年、ク年、ク年、ク年、ク年、ク年、ク年、ク年、ク年、ク年 リステリステリステリステリステリステリステリステリスティアンィアンィアンィアンィアンィアンィアンィアンィアン・ツェ・ツェ・ツェ・ツェ・ツ・ツェ・ツェ・ツェ・ツェル製作ル製作ル製作ル製作製作ル製作ル製作ル製作ル製作17217217172172721721721728 年の8年の8年の8年の8年の8年の8年の8年の8年のののののののののの複製複製複製複製複製複製複製複製複製
Harpsichhhordordordordordordordordord ： M.SMMMM assassmanmann 1n 1n 1n 1n 11111981981981981981981981981981, M, M, M, M, M, M, MM, Modeodeodeodeodeododel: l: ChrCCCCChrCC iststttststistttianianianianianianianianian ZeZeZeZZZeZeZZell ll 17217288

ⓑ ⓑスクウスクウェアピェアピピピピピピピピアノアノアノアノアノアノアノノノ：：：ヘーニヘーニヒ製作ヒ製作179179179179791791791791790 年0年0年0年0年0年0年年年
SqSquaruare pe pianiano ：o ：HoHoenienig 1g 1790790

ⓒ グググランドンドピアノピアノ ： シャンャシ ツ製作182820 年頃0年
GrGrand piip ano ： Schanznz c.1828200

ⓓ グⓓ グランドランドピアノピアノ ：：ブローブロードウッドウッウ ド製作ド製作1821820 年頃0年頃
GGr dand ipianoano ： BBroadwd dood c.1821828 00

ⓔ グランドランドピアノピアノ ：：エラーエラール製作作ル製作1851850 年年0年
GrGrandand pipianoano ：：EraErard rd 18518500

●就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。　●やむを得ない事情により、曲目・演奏者等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プログラム

西武拝西武拝島線／島線／多摩都多摩都市モノ市モノレールレール「玉川「玉川上水」上水」駅下車駅下車徒歩7徒歩7分分
※当日※当日は学生は学生駐車場駐車場を無料を無料でご利でご利用いた用いただけまだけます。す。

演奏演奏演奏演奏演奏演奏演奏演奏演奏・お・お・お・お・お・お・お・お・お話　話　話　話　話　話　話　話　話　久久久久久久久久久元元元元元元元元元祐祐祐祐祐祐祐祐祐子子子子子子子子子

入場無料
国立音楽大学 講堂小ホール

（国立（国立（国立（国立（国立（国立（国立（国立（国立音楽大音楽大音楽大音楽大音楽大音楽大音楽大音楽大音楽大学楽器学楽器学楽器学楽器学楽器学楽器学楽器学楽器学楽器学資料学資料学資料学資料学資料学資料学資料学資料学資料館所蔵館所蔵館所蔵館所蔵館所蔵館所蔵館所蔵館所蔵館所蔵）））））））））

久元祐子 HISAMOTO, Yûko
作作ⓓ グⓓ グⓓ グララランドピアンドピアノ：ブロノ：ブロードウッードウッド製作ド製作

事前申込が必要
チラシ裏面に必要事項を
記入の上でＦＡＸ送信

使用楽器



国立音楽大学 楽器学資料館
ピアノプロジェクト

個人情報の取扱及び利用目的について

ご記入欄

ご記入いただいた個人情報は、本学「個人情報の保護に関する規程」に則り、適切に管理いたします。
ご提供いただいた個人情報は、本演奏会における処理のため、また今後の演奏会の案内のために利用いたします。

レクチャーコンサート

歴史的ピアノが
奏でる
名曲の調べ 受付期間

2013年５月13日（月）より
6月25日（火）まで

（先着順）

お申込先
国立音楽大学楽器学資料館

FAX:042-535-3631

入場申込書
兼

入場整理券

「レクチャーコンサート 歴史的ピアノが 奏でる 名曲の調べ」

にご入場を希望される方は、以下、必要事項をご記入の上、

国立音楽大学楽器学資料館までＦＡＸにてお送りください。

本申込書を入場整理券とさせていただきますので、演奏会当

日、こちらの用紙を必ずお持ちになり、受付にご呈示ください。

なお、定員に達し次第、受付を終了させていただきます。お

申し込みいただいても、お断りする場合がございますので、

あらかじめご了承ください。

※申込書が不足の場合は、この面をコピーの上、ご利用ください。
※お申し込みはお一人１回までに限らせていただきます。
※先着順とさせていただきますので、期間内でも定員に達し次第、受付を終了いたします。

定員に達し、演奏会にご入場いただけない場合のみ、ＦＡＸでご連絡いたします。

ご希望人数（２名まで） ご氏名

名

代表者名 電話番号：

ＦＡＸ番号：

メールアドレス：ご同伴者名

代表者連絡先


