ご挨拶
本日は、ご来場賜りまして、まことにありがとうございます。

第

企画構想から約 1 年半。待ちにまった公演本番日を迎えることができました。

2部

（約 45 分）

ホン・ナンパ：

ソニー株式会社元名誉会長・故 大賀典雄氏が「軽井沢をザルツブルクのような音楽のあふれる街にしたい」と
私財を投じて建設された軽井沢大賀ホール。この憧れのホールの舞台に立つことを夢見て、練習を積み重ねてきました。

ベートーヴェン：

どうか皆さま、あたたかく見守っていただき、心ゆくまでお楽しみいただけましたら幸いです。

ピアノ・ソナタ第 28 番
イ長調 作品 101 第一楽章

Program

出演者一同

松田亜有子 Ayuko Matsuda
アーモンド株式会社 代表取締役
著書『クラシック音楽全史』
『クラシック名
曲全史』
（ダイヤモンド社）

パク・ギョンフン Kyeonghoon Park
韓国秋溪芸術大学校管弦楽科首席卒業、東京藝
術大学大学院音楽研究科修士課程修了。第80回
朝鮮日報新人音楽会、
日本チリ修好120周年藝大
フィルハーモニア・チリ演奏会、韓国大韓民国外
交部 &SK テレコム主催、
世界初 5G オンライン・
オーケストラにてソリストして出演。東京藝術大
学 & 英国王立音楽院交流音楽会など多くの演奏
会に出演。ソウル市ユースオーケストラ団員。

何璇 He Xuan
チェン・ガン／ヘ・チェンハオ：

武漢音楽学院附属中学、学部を経て、2016 年
同大学院ピアノ専攻を卒業。2020 年 東京藝術
大学大学院音楽研究科修士課程修了、東誠三
教授に師事。2011年 チョウコウ音楽コンクール
入賞、2015年湖北省古典派ソナタコンクール
優秀賞。現在、ピアノ教師を務めるほか、
各地で
ソロ、リサイタル、アンサンブルなど活動中。

ヴァイオリン協奏曲
『バタフライ・ラヴァーズ（梁山泊と祝英台）』
（編曲：楊玥輝）

ヴァイオリン

1部

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
博士課程に在籍。コンサート、映画音楽、電子
メディアなど多方面で活躍する作曲家。

坂本龍一：

『戦場のメリークリスマス』
ピアノ

ヴァイオリン

牟芊芊 Mu Qianqian

段雨柔 Duan Yurou

『Lʼ invito（誘い）
』

ピアノ

ショパン：

付潇 Fu Xiao

ワルツ第 10 番 ロ短調 作品 69-2

中国伝媒大学卒業後、早稲田大学大学院を経
て株式会社 KADOKAWA に勤務。幼少時は電
子キーボードの全国コンクールで受賞するな
ど、音楽活動に積極的に関わる。

ピアノ

陳昭 Chen Zhao

ピアノ

何璇 He Xuan

ボッテシーニ：

『エレジー』第 1 番
王嘉曦 Wang Jiaxi

ショパン：

遅澤准 Jun Chizawa
1980 年来日。約30年間のソニー株式会社
（現
ソニーグループ株式会社）勤務を経て、2009
年にJ.Y.PLANNINGを設立。ソニー時代から
多数の国際交流活動の企画・運営に参加。

劉紫瑶 Liu Ziyao
東京女学館中学 3 年生。3 歳からピアノを始
め、中国にて数多くのコンクール（幼児・ジュ
ニア部門）で第1位を受賞。2016年家族と共
に来日。現在、東京音楽大学付属音楽教室
（ピアノ専攻）に在籍し石附秀美准教授に師事。

ピアノ

『白鳥』
、アレグロ・アパッショナート 作品 43

第

3部

（約15 分）

賀堰、ダニー・ハインズ、ラグナー・トムセン、楊 玥 輝：

『Oneness in Three Acts』
（編曲：ダニー・ハインズ、楊玥輝、ラグナー・トムセン、賀堰）

ピアノ

賀堰 He Yan
中国傳媒大学メデイアテクノロジーとメデイア
アート専攻を経て、2021年慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科修士課程修了。現在メデ
ィアを通じて斬新な表現を含む作品を制作中。

何璇 He Xuan

シンセサイザー

8歳から二胡を始め、高校生の時に北京へ渡り
北京現代音楽学院へ入学。2012年世界的に有
名な二胡演奏家で教育家の姜建華教授に師事
し 17歳で中央民族大学音楽学院二胡専攻で入
学。その後、中国音楽学院にて二胡の皇后とも
言 わ れ る 宋 飛 氏 に 師 事。大 学 院 卒 業 後 は、
MAYA 二胡教室音星昇を開校。2018 年3月フ
ジテレビ「ザ・ノンフィクション」出演。2021
年5月2nd アルバム「ウチナー味」をリリース。

Alessandro Beverari

東京フィルハーモニー交響楽団首席クラリ
ネット奏者。イタリア・ヴェローナ出身

ピアノ

休憩（10 分）

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科博
士課程に在籍。電子音楽の制作など、横浜を拠
点にマルチアーティスト、研究者として幅広く
活躍している。

齊藤麻耶 Maya Saito

アレッサンドロ・ベヴェラリ

馬鳴謙 Ma Mingqian

ダニー・ハインズ Danny Hynds

二胡

クラリネット

チェロ

劉紫瑶 Liu Ziyao

休憩（15 分）

映画『赤いコーリャン』より「九児」

サラサーテ：

カルメン幻想曲 作品 25（G. ビゼーによる）

渋谷教育学園渋谷中学校 3 年生。5 歳からチェ
ロを習い始め、
8歳の時に第17回洗足学園ジュ
ニア音楽コンクール審査員賞を受賞。スズキ
メソッドの寺田義彦氏に師事。チェロ歴10年。

作詞・作曲・ピアノ弾き語り。数多くのフェ
スティバルに出演。オンラインでも積極的に
演奏活動中。

ロク・チェン：

（N. バルデイルーによるクラリネットとピアノ編）

サン＝サーンス：

Limeism

幼少よりチェロをはじめ厦門大学音楽学院を
卒業。大学在籍中に中央音楽学院の陳子平教
授のもとでコントラバスを学ぶ。その後、NHK
交響楽団首席コントラバス奏者の吉田秀氏に
学び、現在、東京音楽大学大学院修士課程に在
籍し、星秀樹教授に師事し研鑽を積んでいる。

ピアノ

ピアノ

歌

早稲田大学大学院ジャーナリズムコース修了。
6 歳からヴァイオリンを始め、武漢市、湖北省
における小人才音楽コンテストで一等賞を受
賞。高校時代から歌を習い始め、現在も趣味
としてオペラを学んでいる。

コントラバス

ポロネーズ 第 1 番 嬰ハ短調 作品 26-1

Motto Motto 一起来！！

黄鈺琳 Huang Yulin

ノクターン 第 1 番 変ロ短調 作品 9-1

ショパン：

Limeism：

ソプラノ

楽天グループ株式会社に勤務。
中国伝媒大学卒業、
東京工業大学大学院修士課程修了。

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
修士課程修了。現在同大学院に研究員として
在籍。

東京大学大学院文化人類学コース修士修了、
現在同コース博士課程に在籍。環境生成、景
観デザイン、エコテクノロジーを研究中。

ロッシーニ：

何璇 He Xuan

ピアノ

楊玥輝 Yang Yuehui

（約 60 分）

ピアノ

ヴァイオリン

ピアノ
司会

第

『故郷の春』
（編曲：キム・ハンギ）

何璇 He Xuan
ピアノ

何璇 He Xuan

シンセサイザー

ラグナー・トムセン RagnarThomsen
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
博士課程に在籍。専攻はゲームデザイン。音楽
家としても活躍し、テクノロジーを用い演奏
者と観客を結ぶ新たな音楽の聴き方を提案。

ヴァイオリン

楊玥輝 Yang Yuehui

