
みんなで楽しむ音楽鑑賞会

満席の場合、入場をお断りすることがございます。



以下の内容(無料)をご希望の方は，以下のアドレスまでご連絡ください。折り返しご連絡いたします。
● 介助等サポートの必要な方※　● 団体での観覧をご希望の方※

http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/(香川大学教育学部）
＊予定プログラムが変更になる場合がございます。
＊撮影した皆様の写真を事業報告資料，広報用ポスター，ホームページ等に活用させていただく場合がございます。どうぞご了承ください。

JR高松駅から徒歩3分 ことでん高松築港駅から徒歩5分
駐車場/サンポート高松地下駐車場

サンポートホール高松
大ホール 3F
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香川大学教育学部 検 索
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ロビー託児

15:1514:45

ピアノ
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ダンス
ダンス・振付
ヴィオラ
ダンス

wakuwaku室内管弦楽団
コンサートマスター
瀬戸フィルハーモニー交響楽団　［オーボエ］横田幸恵　［ホルン］森利幸　［トロンボーン］日生貴之　眞砂美輪
高松交響楽団　［ヴァイオリン］川村陽華　東城未帆　井藤葉子　三武亜紀子　前田恵理　守家佳也乃

［ヴィオラ］佐々木啓隆　［チェロ］荒木誠一　
香川大学教育学部卒業生　［トランペット］山辺未希　［トロンボーン］吉原千裕
香川大学医学部管弦楽団　［オーボエ］牛尾友亮（OB）　［ヴァイオリン］守田理究（医学部）　野口結（医学部）　木村孝（教育学部）
［ヴィオラ］村山晃三（医学部）　［チェロ］大谷勇樹（医学部）　［コントラバス］橋本壮平（農学部）
香川大学吹奏楽団OB/OG　［ファゴット］見垣佑介　嶋田匠吾　［トランペット］小橋美幸　［ホルン］岩崎春加
賛助出演　［チェロ］片山智夫（ヤマハ音楽教室高松店，岡山店講師）　［コントラバス］佐柄佳奈（かがわジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ指導者）
　　　　　［ヴァイオリン］三武睦弥　安藤美陽　新田祐歌　［クラリネット］西内智洋　［ホルン］守屋由佳　畑賢俊　［ヴィオラ］後藤悠太
　　　　　［打楽器］今井忍　［チューバ］藤井愛子（直島中学校教諭）　［ご案内］岸彩那（法学部）　［デザイン］篠原五良
香川大学教育学部音楽研究室　［クラリネット］亀井美波　［フルート］中川果歩　［打楽器］大塚真由　［ステージマネージャー］藤川彩音　今井亮
監修･フルート　 青山夕夏　　シュトゥットガルト・フィルで活動。ドイツ，フランス，中国，韓国でフルートリサイタル。高松市文化奨励賞，香川県文化芸術選奨受賞。香川大学教授。

森正
東浦亜希子
井草啓太
村田時与
堀越みちこ
［香川大学wakuwakuダンスチーム］（教育学部） 原百合子　松岡健介　横田明日香　亀井美波　（経済学部） 岡本早代　中村祐斗　
井川咲菜　（工学部） 奥村夏音　協力：藤元恭子（香川大学教育学部教授） 

福崎至佐子

東京藝術大学，同大学院修士課程修了。デットモルト音楽大学卒業（ドイツ）。鳴門教育大学教授。
東京藝術大学，同大学院博士課程修了。同大学非常勤講師を経て，現在，香川大学教育学部講師。
東京でタップダンスの技術とリズムを学ぶ。現在，タップダンス講師として活躍中。
EXILE，a-nationのダンサーを務めたほか舞台，ミュージカルの振付でも活躍中。中学校非常勤講師。スタジオトゥルー講師。
日本弦楽指導者協会理事。日本演奏連盟会員。洗足学園音楽大学講師。アルエム弦楽合奏団主宰。

高松大学名誉教授。KJO音楽監督。香川県文化功労者表彰等，多数の賞を受賞。

第12回 わくわくコンサート 2月10日（日）
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2/1 受付開始金

wakuwaku@ed.kagawa-u.ac.jpE-mail

１. お名前
２. 電話番号
３. メールアドレス
４. ご希望の内容

記
載
例

休  

憩

★大ホールでグランドピアノ
　を弾こう！

　（ステージ上10名様）
12:20より

★指揮者
　なりきり撮影会

１． ラプソディ・イン・ブルー
２． ユーモレスク
３． 赤とんぼ
４． アメイジング・グレイス
5.ウェストサイド物語より（ダンス）

14:0045

ステースステー

14:45

2月1

休  

憩

★大ホー
　を弾こ

（ステー（ステ

コンサート Ⅱ  オーケストラ

1. チャイコフスキー：
ピアノ協奏曲 第1番（全楽章）

実行委員会
（代表） 原田双葉 （副代表） 藤川彩音 向井琴咲 （本部） 今井亮 秦直樹 原百合子 吉田陸斗
（実行委員） 明石杏菜 朝比奈茉衣 池田幹莉杏 石戸加奈子 稲葉桃子 上野夏世 遠藤留美 大西浩太郎 大村ふみ 大山和起 奥村萌実 亀井瑞希

亀井美波 木口凌佑 久保田さくら 先田圭吾 十河優香 高木晴菜 高木悠善 高橋綾 田中悠作 千葉悠古 出水祐之介 中井友紀子
西山奈那 仁宮悠登 林優香 細川美弥 山崎健太郎 山田華怜 吉松果菜子 （教員代表） 青山夕夏

アドバイザー　植田和也 大久保智生 小川育子 唐澤晃一 清國祐二 坂井聡 新見治 平篤志 寺尾徹 藤元恭子 松下幸司 松村雅文 毛利猛
　守田逸人 山神眞一 山本木ノ実 米村耕平 

協力　香川大学医学部管弦楽団 香川大学合唱団 香川大学児童文化研究会 香川大学吹奏楽団 香川大学ダンス部 香川大学メルシー笑クラブ

★アメリカ・クイズ
★アメリカ展示
★音で遊ぼう
★アメリカのお話
　　　（読み聞かせ）
★機関車トーマス
★筝ミニコンサート

イベント
★楽器体験
★筝体験
★アメリカ・クイズ
★アメリカ展示
★ABCカルタ
★Baloon de America
★アルミニウムで遊ぼう！

※定員になり次第,締め切ら
　せていただきます。

●ロビー託児
4歳以上のお子様をお預かりします。
＊定員になり次第，締め切らせていただきます。

*当日受付

第12回 わくわくコンサート
　　　  実行委員会

今年のわくわくコンサートのテーマは
―“Artists across the Oceans’’―
「海を越える芸術家たち」とし，アメリカ
合衆国に関係のある音楽をお届けし
ます。
アメリカ大陸には１万年以上前に人類
が移住して以来，多くの高度な文明が
興亡し，1000以上の異なる言語を話
す人々が多彩な文化を発展させてき
ました。そしてヨーロッパの人々がアメ
リカ大陸に進出して以降，移民を受け
入れながら，世界の文化的な中心地と
しての存在を確立させていきました。
音楽の世界でも19世紀の終わりに
チェコからドボルザークを招くなど積
極的に内外から素晴らしい音楽を吸
収しようとしました。そうした中で次第
にアメリカ独自の音楽文化が発展し，
ガーシュイン，バーンスタインとアメリ
カ生まれの著名な音楽家も誕生して
いきます。
今回はアメリカで初演されたチャイコ
フスキーの『ピアノ協奏曲 第1番』をは
じめ，『ユーモレスク』や『アメイジング
グレイス』，そしてダンスと共に『ウェス
トサイド物語』もお聴きください。
第4回高松国際ピアノコンクール優勝
者の古海行子さん，アルト歌手小川明
子さんをはじめとする素晴らしい音楽
家の方たちが演奏します。多様な文化
が融合したアメリカの魅力を存分にお
楽しみいただけることと思います。
ロビーではAmericaの「A」にちなん
だイベントやアメリカのお話の読み聞
かせと展示，恒例の楽器体験もござ
います。
日曜日の午後をサンポート高松大ホー
ルでご一緒しましょう。ご来場を心よ
りお待ちしております。

わくわくコンサートに

　　　　　　行こう！
わくわくコンサートに

　　　　　　行こう！

東京藝術大学卒，同大学院
修了。文化庁オペラ研修所
第10期修了。1992年第
61回日本音楽コンクール
声楽部門第2位。1993年
第4回奏楽堂日本歌曲コン
クール第1位（山田耕筰
賞）。1997年文化庁派遣

芸術家在外研修員としてウィーンに留学。モーツァ
ルト『ドン・ジョヴァンニ』，『魔笛』，ワーグナー『さま
よえるオランダ人』などのオペラに出演，ヘンデル
『メサイア』，バッハ『マタイ受難曲』，『ロ短調ミサ』
等の宗教曲やベートーヴェン『第九』，マーラーの
交響曲などで多くのオーケストラや合唱団と共演。
また指導者，ヴォイストレーナーとして多くの合唱
団と関わっている。CD「日本歌曲選」，「啄木とみ
すゞ を歌う」，「からたちの花 山田耕筰歌曲集」，「荒
城の月 国楽を離陸させた偉人たち」，「さくら横
ちょう 中田喜直4つの歌曲集」，「早春賦 日本歌曲
選2」「お菓子と娘 橋本國彦歌曲集」（ピアノ：山田
啓明），「落葉松 アルトとギターで紡ぐ日本の歌」
（ギター：荘村清志）をリリース。二期会会員。

古海 行子（ピアノ）　Yasuko Furumi
第4回高松国際ピアノコンクール優勝

第4回高松国際ピアノコン
クールにおいて日本人とし
て初めて優勝。委嘱作品演
奏者賞，香川県知事賞，高
松市長賞，公益財団法人松
平公益会賞，公益財団法人
高松市文化芸術財団理事
長賞を受賞する。第40回

ピティナピアノコンペティション全国決勝大会Ｇ級
金賞，コンチェルトB部門第1位。第20回浜松国際
ピアノアカデミーコンクール第2位。いしかわ
ミュージックアカデミー IMA音楽賞受賞。これま
でに第7回福田靖子選考会福田靖子賞（第１位），
ショパン国際ピアノコンクールin ASIAアジア大
会高校生部門金賞，コンチェルトB部門金賞，コン
チェルトC部門銀賞。日本はもとよりイタリア，ポー
ランド，アメリカなど数多くのコンサートに出演。東
京フィルハーモニー交響楽団や神奈川フィルハー
モニー管弦楽団等と共演する。昭和音楽大学ピア
ノ演奏家コース3年，同附属ピアノアートアカデ
ミー在籍。江口文子氏に師事。

大分県別府市出身。1988
年に東京藝術大学楽理科
を卒業後渡欧し，ウィーン国
立音楽演劇大学指揮科，オ
ペラ伴奏科に学ぶ。1996
年に同大大学院指揮科を
修了。在学中よりウィーンオ
ペラシアターのアシスタン

トコンダクターなどを務める。1995年のブザンソ
ン指揮者コンクールで2位，1996年の国際オペ
レッタ指揮コンクール3位等に入賞。1998年に帰
国後は鳴門教育大学で教鞭を執る一方，徳島交響
楽団，大分交響楽団，四国二期会など，国内のアマ
チュアオーケストラ，オペラ団体を指揮。2013年
以来，かがわジュニア・フィルハーモニック・オーケ
ストラの指導者も勤めている。また，夫人でアルト
歌手の小川明子のピアノ伴奏者として『お菓子と
娘　橋本國彦歌曲集』など，これまでに７枚の日本
歌曲のCDをリリース。またYouTubeで過去の演
奏を数多く公開している。2015年，第7回とくしま
芸術文化奨励賞受賞。現在，国立大学法人 鳴門教
育大学大学院学校教育研究科准教授。

山田 啓明（指揮）　Hiroaki Yamada小川 明子（アルト）　Akiko Ogawa

*当日受付

アルト（ヴィオラ），
アルトサックス，
アルトリコーダー，

アコースティックギター，箏，
ヴァイオリン　ほか

*楽器体験


