
 

 

２０２１年（令和３）１０月２３日（土）青和学園体育館 

１２：５０－１４：０５ 終了予定 

青和学園校歌「一つの『青』」の作詞・作曲者金木博幸氏をはじめ 

日本の著名演奏家の皆さん １０名による豪華コンサート！ 

 

 

プログラム 

 

モーツァルト  ：「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第１楽章 

ヴィヴァルディ：『四季』より「春」第１楽章         独奏：前田 尚徳 

サラサーテ    ：「ツィゴイネルワイゼン」          独奏：城戸 かれん 

アンダーソン  ：「ネコのワルツ」 

ピアソラ      ：「ブエノスアイレスの冬」                 独奏：伝田 正秀 

モンティ      ：「チャールダッシュ」                     独奏：伝田 正秀 

 

 

 

出 演 

 

前田 尚徳   ヴァイオリン 東京フィルハーモニー交響楽団ゲストコンサートマスター 

伝田 正秀  ヴァイオリン 新日本フィルハーモニー交響楽団 ゲストコンサートマスター 

会田 莉凡  ヴァイオリン 京都市交響楽団コンサートマスター 

城戸 かれん ヴァイオリン ミケランジェロ・アバド国際ヴァイオリンコンクール第１位 

木ノ村 茉衣 ヴァイオリン 飛騨河合音楽コンクール第２位 

塩川 翔子  ヴァイオリン 桐朋学園大学卒 

須田 祥子  ヴィオラ     東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者 

羽藤 尚子  ヴィオラ     飛騨河合音楽コンクール第２位 

金木 博幸  チェロ       東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者 

黒木 岩寿  コントラバス 東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者 

 



【演奏者プロフィール】 

前田 尚徳（まえだ ひさのり） 

2 歳半よりヴァイオリンを始める。1998 年東京大学入学。翌年桐朋学園大学カレッジディプロマコース入

学。2002 年サイトウ・キネン小沢征爾塾「森のコンサート」でコンサートマスターを務める。ヴァイオリン

を広瀬八朗氏、原田幸一郎氏、室内楽を原田禎夫氏、岡田伸夫氏に師事。現在、ソリスト、室内楽奏者として

活動中。東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団ゲスト・コンサートマスター 

伝田 正秀（でんだ まさひで） 

3 歳からヴァイオリンを始める。武蔵野音楽大学附属高等学校、ウィーン国立音楽大学、ウィーン市立音楽院

で、掛谷洋三、G.Pichler(アルバンベルク弦楽四重奏団)、Altenberg Trio Wien の各氏に師事。全日本学生

音楽コンクール全国大会 1 位、日本クラシック音楽コンクール全部門グランプリ、JILA 音楽コンクール第 1

位、日本音楽コンクール第 2 位ほか、多くのコンクールに入賞。帰国後 2006 年より仙台フィルハーモニー

管弦楽団コンサートマスター、2014 年より読売日本交響楽団アシスタントコンサートマスター、2018 年

より同楽団コンサートマスターを歴任。2021 年 7 月 1 日新日本フィルハーモニー交響楽団ゲスト・コンサ

ートマスターに就任 

会田 莉凡（あいだ りぼん） 

5 歳よりヴァイオリンを始め、岩澤麻子、鷲見健彰の各氏に師事。桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園

大学ソリスト・ディプロマコース修了。徳永二男氏に師事。2020 年 4 月より京都市交響楽団特別客演コン

サートマスターに就任。2005年第15回日本クラシック音楽コンクール全国大会中学の部第3位（最高位）。 

2006 年第 60 回全日本学生音楽コンクール東京大会高校の部第 3 位、2010 年第 6 回ルーマニア国際音楽

コンクール弦楽器部門第１位、併せて全部門最優秀賞。第 81 回日本音楽コンクールバイオリン部門第１位、

併せて全部門の中で最も印象的だった演奏に贈られる増沢賞、レウカディア賞、黒柳賞、鷲見賞を受賞。2014

年第 3 回秋吉台音楽コンクール室内楽部門にてピアノの務川慧悟とともに、審査員満場一致で第１位受賞。

2015 年ザルツブルグ＝モーツァルト室内楽コンクール第 1 位。2018 年第 7 回秋吉台音楽コンクール弦楽

器部門第 1 位。同年、飛騨河合音楽コンクール第 1 位、河合賞。 

城戸 かれん（きど かれん） 

全日本学生音楽コンクール、ミケランジェロ アバド国際ヴァイオリンコンクール第 1 位。2010 年松方ホー

ル音楽賞、第 79 回日本音楽コンクール第 2 位を受賞。第 8 回レオポルド モーツアルト国際コンクール、ヤ

ングアーティスト賞。2016 年第 10 回カール ニールセン国際ヴァイオリンコンクール 4 位。宮崎国際音楽

祭、東京・春・音楽祭等に出演するほか、日本フィル、バーデン=バーデン・フィル、都響、芸大フィル、東京

シティ・フィル等と共演。これまでに三戸泰雄、原田幸一郎、漆原朝子、堀正文の各氏に師事。徳永二男、川

崎雅夫、R.パスキエの各氏の教えを受ける。2017 年、東京芸術大学を首席で卒業。 

木ノ村 茉衣（きのむら まい） 

5 歳よりヴァイオリンを始める。第 67 回全日本学生音楽コンクール高校生の部大阪大会第 1 位。第 15 回

大阪国際音楽コンクールコンチェルト部門第 2 位。第 3 回 K アンリミテッド音楽コンクール弦楽器部門第

１位。及び全部門グランプリ第 1 位。第 3 回彩の国 String Competition Section E 最優秀賞。第 34 回

かながわ音楽コンクール最高位第 2 位。第 24 回 KOBE 国際音楽コンクール最優秀賞及び兵庫県知事賞受

賞。第 17 回千葉市芸術文化新人賞受賞。2019 年度飛騨河合音楽コンクール最高位第 2 位。東京藝術大学

卒業。 



塩川 翔子（しおかわ しょうこ） 

5 歳よりピアノ、6 歳よりヴァイオリンを始める。兵庫県立西宮高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学音楽学

部器楽科ヴァイオリン専攻卒業。全日本学生音楽コンクール大阪大会入選。第 10 回日本クラシック音楽コン

クール優秀賞受賞。第 6 回関西弦楽コンクール優秀賞受賞。2014 年 2 月、テレビ朝日「なんでも！クラシ

ック 2014」“英雄の生涯オーケストラ”メンバーとして出演。ライブ録音がナクソス・ジャパンより CD 化

されている。2015 年度長野市芸術館音楽キャラバンアーティスト。現在、東京を拠点にソロや室内楽、また

東京フィルハーモニー交響楽団や日本フィルハーモニー交響楽団等、在京オーケストラに多数客演し精力的に

活動。 

須田 祥子（すだ さちこ） 

６歳よりヴァイオリンを始め、桐朋学園大学在学中にヴィオラに転向し、９８年同大学を首席で卒業。第７回

日本室内楽コンクール、第７回多摩フレッシュ音楽コンクール、第２３回プレミオ・ヴィットリオ・グイ賞国

際コンクール、第２回淡路島しづかホールヴィオラコンクールの全てのコンクールで第１位優勝。皇居内御前

演奏会、ヴィオラスペース等数多くの演奏活動や、ソリストとして大阪シンフォニカー交響楽団をはじめとす

る多くのオーケストラと共演している。特に「日本の作曲家２００１」で演奏、大阪シンフォニカーとの演奏

は NHK-FM でも紹介され、高い評価を得た。東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者。 

羽藤 尚子（はとう なおこ） 

神奈川県出身。５歳よりヴァイオリンを始める。神奈川県立弥栄東高等学校卒業。2008 年に国立音楽大学 

を卒業後、ヴィオラに転向。同大学室内楽コース修了。2007 年サントリーホールデビューコンサート「レイ

ンボウ 21」に出演。2008 年霧島国際音楽祭 マスタークラスを受講。これまでにヴァイオリンを亀井雅子、

三浦章宏の各氏に、ヴィオラを岡田伸夫に、室内楽を徳永二男、漆原啓子、岡田伸夫の各氏に師事。平成 22

年度洗足学園音楽大学大学院グランプリ特別演奏会にてグランプリ受賞。洗足学園音楽大学大学院を首席で修

了。洗足学園音楽大学演奏補助要員及び、昭和音楽大学合奏研究員。 

金木 博幸（かなき ひろゆき） 

東京フィルハーモニー交響楽団 首席奏者。札幌生まれ。1979 年桐朋学園高校音楽科卒業。日本音楽コンク

ール第 2 位入賞。東京国際音楽コンクール第 1 位入賞。斎藤秀雄賞受賞。上原与四郎氏、青木十良氏に師事。

1981 年渡独。北西ドイツ音楽大学首席卒業。シュトゥットガルト国際チェロコンクールで 1・2 位なしの第

3 位入賞。スイス南部ルガーノ放送響メンバーとしての活動の他、ヨーロッパ各地でリサイタルを行い、オー

ケストラとも協演した。1991 年帰国、東京フィルハーモニー交響楽団首席チェリストに就任。オーケストラ

プレーヤーとしての活動に加えて、各地でのリサイタルやオーケストラとの協演、ソリスト、室内楽奏者とし

ても多彩な活動を展開し、高い評価を受けている。夏には長年、飛騨市河合町でコンサートを開催している。 

黒木 岩寿（くろき いわひさ） 

元々エレキベースを弾いており、ジャズを始めたが、高校 3 年生からコントラバスを始める。その後東京芸術

大学へ進学。在学中から、岩手大学管弦楽団を指導。東京芸術大学大学院修士課程修了。2000 年から 2008

年まで神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席コントラバス奏者。2009 年東京フィルハーモニー交響楽団首

席奏者就任。水戸室内管弦楽団、サイトウ・キネン・オーケストラ、ジャパン・チェンバー・オーケストラ団

員。1990 年～2004 年東京芸術大学管弦楽研究部非常勤講師。現在桐朋学園芸術短期大学、洗足学園音楽

大学、昭和音楽大学講師。全日本医科学生オーケストラフェスティバルのトレーナーを務める。映画『おくり

びと』の音楽参加でも話題になる。 



 

 

 

 

                

 

                     


