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                                    平成 23 年  1 月 18 日 

「第４回 わくわくコンサート」の開催について 

―― 平成 22 年度 香川大学 学生支援プロジェクト採択事業 ―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年のテーマは「ドヴォルザークと新しい世界」です。チェコ生まれのドヴォルザークは、19 世紀を代

表する作曲家です。ヨーロッパで大成功をおさめましたが、さらに新しい世界＝アメリカに渡り、アメリカ

の様々な音楽の影響を受けて、代表作となる作品をいくつも作曲しました。皆さんもドヴォルザークの交響

曲の中の「遠き山に陽
ひ

はおちて・・（家路）」をキャンプファイヤーで歌ったことがあると思います。今回は、

第 4回の開催にちなんで弦楽四重奏や新しい世界の音楽であるジャズの公演も行います。広島交響楽団首席

チェリスト、マーティン・スタンツェライトさんをお迎えし、チェロ協奏曲の最高傑作とされる協奏曲やユ

ーモレスク、「家路」もイングリッシュホルンでお楽しみください。どれも一度は耳にしたことのある名曲

ばかりだと思います。皆さまのご来場を心よりお待ちしています。     

 
１． 第４回 わくわくコンサート  ドヴォルザークと新しい世界 

        曲目 ● ドヴォルザーク/「家路」/「アメリカ」/「ユーモレスク」/｛チェロ協奏曲」 ほか  
２． 日時 ２０１１年  ２月６日（日） ( 開場 １２：３０) 
コンサート １ 開演 １３：００  (年齢制限なし・演奏とお話) 
コンサート ２ 開演 １５：００  (小学校 3 年生以上・本格派コンサート) 

プレ・イベント   12：30－13：00 
おまけイベント   14：00－15：30 

３．会場：サンポートホール高松 大ホール 
    入場無料（整理券不要）  駐車場 / サンポート高松地下駐車場をご利用ください。 

４．親子室のご利用、サポート等のご要望は、チラシ裏面をご覧の上、お申し込みくださ

い。1月 19 日(水)より、受付を開始いたします。 

                          

ホームページ 検索 →「香川大学教育学部」 
 

 

             

 

「わくわくコンサート」は、｢音楽ホールでコンサートを聴いてみたい｣という、子どもたちや保護者の方々

からの声をきっかけとして４年前にスタートしました。今年も｢子どもも大人も、多くの市民のみな様が楽し

く集えるコンサート！｣を目標に、楽しいコンサートにしようと準備を進めています。演奏にご協力いただく

みな様、ボランティアとして参加する多くの仲間、卒業生・修了生、大学の職員・教員、そして地元企業の

方々のご協力のもとに開催致します。 

問い合わせ先 ： 「第４回 わくわくコンサート実行委員会」 
〒760-8522 高松市幸町１－１ 香川大学 教育学部内   

            (実行委員長) 料冶和典  (教員代表) 青山夕夏 
TEL：０８７－８３２－１４７２  FAX：０８７－８３２－１４１７ 
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サンポートホール高松★以下の内容をご希望の方は、　　　でご予約ください。FAX

無料 1月19日
受付開始

あて先 FAX（087）832-1417
「わくわくコンサート実行委員会」

●親子室（コンサート会場内）のご利用をご希望の方
●介助等サポートの必要な方
　＊実行委員が折り返しご連絡いたします。
　＊定員になり次第、締め切らせていただきます。

料治和典（代表）　 角田佳奈（副代表）　 賀家祐輔（副代表）　 半田宗也　笹沼加奈　野菅竜樹　江口紘子　赤木佑衣　尾崎理恵　笠原佑梨江
久木麻衣　篠原沙奈恵　田島佐紀　藤原健太郎　横山実紀　和氣翔子　西田真悟　大倉静香　岡田貴行　山下さくら　青山夕夏（教員代表）

「わくわくコンサート
　　実行委員会」行

1. お名前

2. 電話番号

3. FAX 番号または
　E-mail アドレス

4.ご希望の内容
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実行委員会

池田清史　大久保智生　小川育子　坂井聡　藤元恭子　中谷博幸　新見治　山神眞一　米村耕平　渡邊史郎
アドヴァイザー

http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/（香川大学教育学部）
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

～ドヴォルザークと新しい世界～ ２/６
㈰1 １３：００ － １４：００（年齢制限なし・演奏とお話）

2 １５：００ － １６：００（小学校３年生以上・本格派コンサート）
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①音で遊ぼう
②クイズコーナー
③物品販売

★イベント
①楽器体験
②クイズコーナー
③物品販売

♥ロビー託児 ♥ロビー託児

ジャズ Jazz
クァルテット

♥ロビー託児
４歳以上のお子様をお預かり
します。（当日の受付）

★楽器体験：ピッコロ・
フルート・クラリネット・ホルン・
サクソフォーン・トランペット・
トロンボーン・チューバ・箏

チェロ　　マーティン スタンツェライト（Martin Stanzeleit）
ドイツ出身。5歳よりチェロを始める。エッセン国立音楽大学卒業。コペンハーゲン・フィルハーモニー
管弦楽団チェロ首席奏者。デンマーク、ドイツ、イギリス等で多くのコンサートを行う。1998年より、
広島交響楽団の首席チェロ奏者に就任。その後も、ヨーロッパ、日本各地でコンサートツアーを行っ
ている。ドイツにおいて「Neugierig auf Japan」（日本に好奇心）を出版、2007年4月より
NHKラジオ「ドイツ語講座」のテキストでエッセイの連載がスタート。多方面で活躍中。

ヴァイオリンⅠ 福崎至佐子 高松短期大学音楽科学科長。同短期大学教授。「香川県文化功労者表彰」等、多数の賞を受賞。
ヴァイオリンⅡ 川村　陽華 全四国音楽コンクール最優秀賞受賞。香川・ジュニアオーケストラ講師。
ヴィオラ 堀越みちこ カラヤン財団オーケストラのコンサートミストレスほか、国際的に活躍。洗足学園音楽大学講師。
チェロ 荒木　誠一 高松交響楽団団員。香川県を中心に室内楽奏者として多くの演奏会に出演。
フルート 青山　夕夏 シュトゥットガルト・フィルで活動。ヨーロッパ，中国，韓国，日本でフルートリサイタル。香川大学教授。
オーボエ 横田　幸恵 瀬戸フィルハーモニー交響楽団オーボエ奏者。室内楽を始め、多くの演奏会で活躍中。
クラリネットⅠ 石川　幸司 ヨーゼフ・ディヒラー音楽コンクール第1位ほか，数多くのコンクールで入賞。今､注目の奏者。
クラリネットⅡ 三好賢太郎 香川大学大学院教育学研究科修了。香川大学学長賞受賞。現在、高松市立檀紙小学校教諭。
ホルン 森　 利 幸 ヴュルツブルグ市立歌劇場管弦楽団ホルン奏者を経て、現在、中国短期大学音楽科非常勤講師。
ピアノ 柳 井 　修 東京藝術大学大学院修了。独奏をはじめ、室内楽やオーケストラとの協演も多い。香川大学教授。
ピアノ 松尾　美佳 全四国コンクール四国本選第2位ほか多くの演奏会で活躍中。守口市立滝井小学校教諭。
テノール 若井　健司 2001年高松市文化奨励賞。2006年ブルーポラリス賞個人賞受賞。テノール歌手。香川大学教授。
香川大学教育学部音楽研究室  角田　佳奈（フルート）　内田真梨子（ピアノ）　小田原祐子（ご案内）
香川大学大学院教育学研究科  土居祐二郎（リコーダー）
香川大学吹奏楽団  見垣　佑介（ファゴット） 
指揮/編曲 岡田　知也 笹川賞作曲コンクール吹奏楽曲部門第2位。作曲/編曲で活躍中。香川大学教授。
監督/バリトン 薦田　義明 東京藝術大学在学中よりオペラで活躍。1988年高松市文化奨励賞。四国二期会理事長。香川大学教授。

ジャズ
Birdland Quartet　藤井真由美（ピアノ）　大西　歩実（トランペット）　津山　裕亮（サキソフォーン）
 永瀬　立彬（ベース）

「わくわくコンサートに行こう！」
今年のテーマは「ドヴォルザークと新
しい世界」です。チェコ生まれのドヴォ
ルザークは、19世紀を代表する作曲
家です。ヨーロッパで大成功をおさめ
ましたが、さらに新しい世界＝アメリ
カに渡り、アメリカの様々な音楽の影
響を受けて、代表作となる作品をいく
つも作曲しました。皆さんもドヴォル
ザークの交響曲の中の「遠き山に　

ひ
　陽

はおちて・・（家路）」をキャンプファ
イヤーで歌ったことがあると思いま
す。今回は、第4回の開催にちなんで
弦楽四重奏やジャズ（クァルテット）
の公演も行います。広島交響楽団首
席チェリスト、マーティン・スタンツェ
ライトさんをお迎えし、チェロ協奏曲
の最高傑作とされる協奏曲やユーモレ
スク、「家路」もイングリッシュホルン
でお楽しみください。どれも一度は耳
にしたことのある名曲ばかりだと思い
ます。皆さまのご来場を心よりお待ち
しています。
第4回わくわくコンサート実行委員会

コンサート1
ドヴォルザーク

・スラヴ舞曲
・ユーモレスク

・家路（新世界より）
・チェロ協奏曲

コンサート2
ドヴォルザーク

・スラヴ舞曲
・わが母の
　教え給いし歌

・弦楽四重奏曲「アメリカ」
・家路（新世界より）
・チェロ協奏曲

開場

「第４回 わくわくコンサート」

香川大学教育学部 検索
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