


芸術の深速さは、地球 tの臼然と同じように人間にとって解明されにくい不型議な

世界です。ひとが存在して初めてその価値がよfJEされる、そこには自般のなすわさの

不可思議が潜んでいるからでしょう。

ところで 5次元の世界の存在が物理的に証明がされるかもしれないのだそうです。

3次元までは私達も直感的に分かりますが 。 3次元から消失する粒子が実証されれ

ばその行き先が 8次正だとのことです。見えないところだけれども、私達のすぐまわ

りにあって、でも触れる こと も行くこともできない空間だそうで 。

今日の筒奏もまた、次元を起えて在、i圭の感性を揺さぶる、'"時らしくても見えない

「なにか」が空間を漂えば熔しいことです。

フェリス女学院太学音楽学部長 久 保 治

今年もまた、Fグル プ主催のジョ イン 卜コンサートの季節となりました。

本Uはお忙しい中、ごう転l易下さいま Lて誠にありがとっございます。

在学中は、先生方からたくさんの音楽教育を受けましたが、卒業した瞬間から自分で

片楽の遣を究めていかなければなりません。

卒業をされた後も研績を績んでこられた皆様に、より多くの演奏の場を作るお手伝

いをするのが、私j主Fグループの役目だと思っております。

今日ごtHiJ1の皆桜の1宙実がフェリスホ ールに響きわたるのをおう皇、 Lみいただけま L

たら大変に嬉しく思います。

そLて、今後とも ζ支媛を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

Fグループ副会長 森 康子
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堀部敦子 (日回生)

フェリス女学院大学音楽学部声楽学科卒業。卒業時、三宅賞受賞。声楽を林踊

子、辻宥子、堀部隆二、雨谷善之の各氏に師事。在学中、「オーケストラ協演

のタベJr卒業記念演奏会」に出品~。第77回読売新人演奏会、 第78回横浜新入
品i奏会に出uij。現在、社会福祉法人伸こう福祉会音楽スタッフ。

三月に大学を卒業してから、保育園でりトミックや音楽苦教えたり 介謹描震で歌ったりピアノを演奏し芋が

ら、五、Lずつ声楽の勉強も続げでいます。在会にと討でみるι要求ぎれる喬粂l:t大学?学んだことのないン"ノ

ノレがとても多ぐ 在学中よりそう音楽の閣か広がり、俊々な音楽の魅力にも気づかされました。これか6る大好さ

な歌ど共にステップアップしでいき戻す。

柏木晶子 (日回生)

フェリス女学院大学音楽学部声楽学科卒業、同大学院音楽研究科修士課程声楽専攻 l年在学中。

梅田みお 〔日回生〕

フェリス女学院大学音楽学部器楽学科卒業。在学中に、大学主催の 「室内楽の

タベJrオ ケス トラ協演のタベ」、オレグ ・クリサ氏ヴァイオリン公開レッス

ン等に出演。これまでに、小林す吉野、名倉淑子の各氏に師事する。現在フェ

リス女学院大学音楽学部ディプロマコ スに在籍、またフェリス女学院大学音

楽学部非常勤面IJ手。

2E1!iとも雰E百気の会<連ラ、 主しいEl!icず。昇なる美しさを持った 2曲目楽しきが 聴いで下ざる方に4Fしで
も芽ぐ正われ1;[幸いです。このよう在掛主を与えτ下eった搭先韮方に是予期い疋します。

佐藤亙里紗 (56回生)

フェリス女学院大学音楽学部諒楽学科卒業。在学中に、大学主催の 「室内楽のタベJrオーケス

卜ラ協演のタベJr卒業記念演奏会」等に出演。第78回横浜新人演奏会、大倉山水曜コンサ ト

第羽田新人演奏会に出演。これまでに、児玉恵子、須田真美子、(故)藤本爽子の各氏に師事す

る。現在フェリス女学院大学古楽学部ディプロマコ ースに在緒。フェリ ス音楽教室ソルフェー
ジュ科講師。

Jf I村よしみ (38回生〕

フェリス女学院短期大学音楽科、同研究科卒業。ウィーン及びルツェルンマス

タークラス修了。「モーツアルトコンテスト選抜凶奏会Jrショパン没後150周
年紀念泌奏会」バリにてオ ケス卜ラ ・ラジオフランスとの 「日仏交流説奏会」

「オ パ ストドルフ音来祭」 スイスにてリサイタル、 二度オーケストラと共

llki等の演奏歴をもっ。フランス音楽コンク ル入選。辛島仔緒子、 M・クリス

ト、 K・エルザ一、M ・ホルンョフスキ 、M ・フレ カ に師事。フェリス音葉教室ピアノ講師。

「ンヨハンの師語/j/"Kロネ ズに拍Z寄りマスルカで終わ?iJとA ヘトリーは語っていま子。霊す?i祖国ポー

ラノド的要素がこれ容色漫ぐ表れている惇晶l:t世にはないでしぶう。ショノ、ンl:t民族的な察曲fご彼ならでほの気

昂化、に染みλる美L三宮、力強$苦与えました。マズルカl<t5C曲必よ作られ いわば後の日記ども言えます。樟イ?

な彼のむ模様を皆様に感じとつでlJiげれば幸いです。



小野いずみ (51回生)

フェリス女学院大学音楽学部器楽学科卒業。新宿区主催フレ y ゾュコンサー卜

や大倉山花念館新人演奏会など多数の凶炎会に出演。その後波1虫、コ プレン
y大学音楽学部で学び、2006年よりザールプリ ュッケン音楽大学にて専属伴奏

ピアニストとして勤務。堀由紀子、宗施JI下、ThomasDuis、PedeleAntonicelli 
の各氏に師事。

ScherzolJ晶にどっで初めで四女世作曲Z衰の曲です。女世らしL、しなやか合がありつつも，Zがあり、力強いに二の

盛を自分，.りに表現し丘いと厚います。今日はすべでの曲をむ苦込めで耳葵さぜでいただ2ます。

池田まゆ子 (54回生 ・院 8回生)

フェリス女学院大学音楽学部声楽学科卒業、同大学院音楽研究科修士課程修了。
声楽を厳旺l雅之、長谷川久車、花滞利枝下の各氏に師事。

ごのIJllj薗れのF:7.ノレ プンヨイントコンゲ トの鐸台に立"'t!で周Iプ吾ζどと芯り、 大
変走栄fご思つでおります。フエリスという素離な学校の素晴らしい摺縄で、大学と大学院の

6'F1Mも学l;tt!で頂lブ"'.を、どでも持らLぐ厚つであ、ります。ぞの持りを胸に、これからも晴産しで彦りたい

と寧います。本日Ij楽しんでmげるよう、荷杯頑猿ります。

尾藤万者子 (51回生)

凪部rll立堀川高等学校音楽料相業。 フェリ ス女学院大学音楽学部23楽学科卒業、同大学院音来研
究科修士課程 ・研究生修了。 ピアノを藤田鈴、和子 ・M ・ザイラ 、E.F・ザイラー、馬場和
世、 商品苫枝、長谷川さち子、堀由紀子の各氏に、室内楽 ・伴奏法を立神粧下氏に師事。

大橋雄 子 (43図的

フェリス女学院大学音楽学部首席平革、故塚原瑛子氏、宇野紀下氏に師事。 ド
イツ ・デトモル卜 、スイス ・チューりヒ科音大大学院最優秀修了、 ドイツ国家

演兵家資格、スイス国ソリストティプロマ取得。 イタ リア ・バドヴァ市国際コ

ンク ル優勝、ドゥットヴァイラーパイオリンコンク ル最優秀作長者賞等。

欧州各地の音楽祭、 ドイツ西部放送 (WDR)、スイス国立チューリ yヒ音楽大
学オーケス卜ラ、ジュネープ ・ラジオスイスロマ y ド、 ジュネープ日本国総領事館等で演奏、各

地の新聞に絶賛される。北西ドイ yフィルハ モニ 、スイス ・ウインタ トゥア市立交響楽団

と共泊。文化庁芸術家在外研修員。毎年スイス ・レンク夏期アカデ ミ←、 ドイツ ・フィアゼン白
夏15楽祭の公式ピアニス卜。ウィーンフィルメンパー(ゾュトイデSQ、ディーター ・フノレーリ 一

首席f1)、天満敦子専と共1"'。デトモル卜音大助手、チュー ')ヒ訪大講師を経て到底東京芸術大
学弦虫iHJ科、尚美学園大学、 ULh{成徳短大非'品勤講師。

鍍かしい理位での演奏、楽しみです。




