
フジタ・マスタークラス
本場ヨーロッパで絶賛された世界的ピアノ三重奏団
フジタ・ピアノトリオと夢のレッスン・共演を表参道で！
特別賞 英国Maiastra室内楽コース受講への推薦！

フジタ・マスタークラス

受講生・聴講生 募集受講生・聴講生 募集♪♪

2016年5月3日（火）～ 5月6日（金）
ピアノ・ヴァイオリン（ヴィオラ）・チェロ

カワイ表参道で
ヨーロッパの音色をご自身で奏でませんか？

カワイ表参道 東京都渋谷区神宮前5-1
東京メトロ「表参道駅」 A1出口すぐそば

主催／フジタ・マスタークラス実行委員会
協賛／カワイ音楽振興会
後援／一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
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　国際コンクール等の受賞歴のある３姉妹はピアノ三重奏団フジタ・
ピアノトリオを編成し、1998年に国際交流基金主催によるモロッコ、イ
タリア、エジプト公演を機にトリオとして演奏活動を本格的に始め、
1999年にウィグモア・ホールで英国デビュー。2000年には東京・王子ホ
ールで日本デビュー。以後、ヨーロッパを中心に活動し、英国での演奏
は150ケ所を超え、特にベートーヴェンの三重協奏曲ではヨーロッパの
オーケストラと17回演奏した。

　これまでにエネスク交響楽団、ルーマニア国立放送管弦楽団、ブラシ
ョフ交響楽団（いずれもルーマニア）、英国ロンドン・ソロイスツ室内管

～フジタ・ピアノトリオからのメッセージ～
楽譜の中にねむる音楽があなたの手で、

ほとばしる感動の生命へ！
1回75分を3日間という贅沢な時間を経て、成果をコンサートの演奏という形でDVDに録画します。
クラスでの最初の演奏の録画とあわせてお聴きになる事で、ご自身で違いを感じることが出来ます。
時間のない方でも身近に違う世界を覗いて頂けるように、クラスはすべて入退場自由としました。

いのち

　ニュージーランド生まれ。14才で英国メニュー
イン音楽学校に留学。巨匠メニューインと共演。イ
スラエルのテルアビブ大学大学院、英国王立音楽
大学大学院卒。サイモン・ニコルズ、ルイス・ケント
ナー、ヴラド・ペルルミュテール、イリナ・ザリツカヤ、
アレクサンドラ・アンドリエフスキーに師事。

　ベーゼンドルファー国際ピアノコンクール第3
位、モントリオール国際ピアノコンクール第4位、
ショパン国際ピアノコンクールディプロマ及びシ
ョパン奨学基金委員会賞など多数のコンクール

で入賞。
PTNAピアノコンペティション特級銀賞及び正会員。
ラフマニノフ24の前奏曲及びベートーヴェン、ラ
ヴェル、ラフマニノフのピアノ作品集のCD2枚を
スウェーデンのIntim Musikレーベルでリリース。

　旧ソビエトの名ピアニスト、 イリナ・ザリツカヤ
（ポリーニの優勝したショパン・コンクールで2位）
のもとで18年近く研鑽を積み、ロシア流演奏の極
意を習得。

　3才でピアノを始め、アイルランドで10才の時に
チェロを習得。

　イスラエルでテルアビブ大学の名教授ウージ・
ヴィーゼルに師事。
14才で英国でジェニファー・ウォードクラーク、ラ
ファエイル・ヴァルフィッシュ、スティーブン・ドー
ンに師事し、名門英国ギルドホール音楽大学及び
大学院ですべてのチェロ・コンクール第1位。

　ドボルザーク、ハイドン、シューマン協奏曲、ブ
ラームスダブルコンチェルト等を英国各地のオー
ケストラと共演。英ミュージックWorksサマーコー
ス講師。

　カザルス、トルトゥリエ、ピアティゴルスキーの
３大チェリストの高弟のもとで研鑽を積む。

　5才のときより、イラクのバグダッドでヴァイオリ
ンをモスクワ音楽院卒出身の教師よりヴァイオリ
ンの手ほどきを受ける。
　12才から英国ギルドホール音楽院ヴァイオリン
科主任教授デーヴィッド・タケノに師事。
　1988年全英アウディ・ジュニア音楽コンクール
で優勝したのち、91年ギルドホール音楽演劇大
学に入学。学内の全てのヴァイオリン・コンクール
で1位を獲得したほか、ローズ・ボール賞、シェリフ
賞、ボイス財団奨学金賞ほかを受賞。98年チャイ
コフスキー国際コンクール・ヴァイオリン部門セミ

ファイナリスト。

　近年はアイルランドのFeis Ceoil音楽コンクール
の審査員、秩父国際音楽祭招聘指導者を勤め、
2014年ザルツブルグ国際音楽祭に出演。また英
国のMaiastra室内楽コース・ディレクター及びA.
ウッドコック財団の役員。
　2014年よりスイス・ジェモー四重奏団の第一ヴ
ァイオリンもつとめている。
　英国ギルドホール音楽大学及び大学院のヴァ
イオリン科教授。

藤田 めぐみ （ピアノ） Megumi Fujita

藤田 ほのか （チェロ） Honoka Fujita

藤田 ありさ （ヴァイオリン） Arisa Fujita

弦楽団、ロンドン・コンサートシンフォニア、英国エクセター交響楽団、
フランス国立ロワール交響楽団などと共演。日本では京都フィルハーモ
ニー室内合奏団と兵庫県立芸術文化センター大ホールで共演。

　2001年に初のCD（武満徹のピアノ三重奏曲ほか）をロンドンでリリ
ース。続いてチャイコフスキー、ラヴェル、ショスタコービッチ、シューベ
ルト、ドヴォルザーク、スメタナ、メンデルスゾーンなど計6枚のピアノ三
重奏曲及びイザイ無伴奏ヴァイオリン・ソナタ集をリリース。
　2007年度第17回青山音楽賞バロックザール賞をフジタ・ピアノトリ
オとして受賞。

www.fujitapianotrio.com

プロフィール　Profile



フジタ・マスタークラス　イブニングコンサート
日時　2016年5月6日（金）　開場　18:30　開演　19:00　入場料　3,000円（当日券あり）
3～4組の受講生とフジタ・ピアノトリオによるイブニングコンサートです。

フジタ・マスタークラス　アフタヌーンコンサート
日時　2016年5月6日（金）　開場　14:00　開演　14:30　入場料　1,000円（当日券あり）
フジタ・マスタークラスの受講生全員によるアフタヌーンコンサートです。

Aコース
ソロ

曲目の目安 10分程度までの曲

ピアノ

① Aコースのソロ受講生が他のコースも受講する場合は、他のコースの受講料についてご本人様のみ20,000円引きとさせていただきます。
② ビフォー・アフターDVDは、最初の日の最初の演奏とアフタヌーンコンサートでの演奏を録画して作成します。 

¥54,000

¥54,000

¥54,000

¥38,000

¥38,000

¥32,000

¥30,000

¥30,000

¥64,000

ヴァイオリン又はヴィオラ

チェロ

75分レッスン／日×3日間

アフタヌーンコンサートでの演奏

イブニングコンサート チケット込

ビフォー・アフターDVDの作成

他クラスの聴講

75分レッスン／日×3日間

アフタヌーンコンサートでの演奏 

イブニングコンサート チケット込

ビフォー・アフターDVDの作成 

他クラスの聴講

75分レッスン／日×3日間

アフタヌーンコンサートでの演奏

イブニングコンサート チケット込 

ビフォー・アフターDVDの作成

他クラスの聴講

ヴァイオリン又はヴィオラと
ピアノ のデュオ

チェロとピアノ のデュオ

ピアノトリオ

ピアノ四重奏

ピアノ五重奏

フジタ・ピアノトリオからの
メンバー数にかかわらず

10分程度までの曲
10分程度までの曲
申し込み時に希望曲名を
第3希望まで記載し
曲目は1ヶ月前に通知

記載の受講料の
対象となる
マスタークラスの
概要

その他

対象楽器／
　演奏形態

既存グループによる室内楽
個人受講生と

フジタ・ピアノトリオの
メンバーとの共演

受講料
受講生1名 
あたりの
受講料

受講生1名 
あたりの
受講料

Bコース Cコース

申 し 込 み 締 切 日

選 考 結 果 確 認 

受講料お振込み期限

2016年3月15日（火）
但し、定員になり次第 募集を締切りとし、その場合にはフジタ・ピアノトリオのホームページ
（www.fujitapianotrio.com ）でご案内致します。　　　　　　　　　　　　　　　　
申し込み書は、「フジタ・マスタークラス 受講申込書」の①と②にご記入の上、申し込み締切日迄
に届くように次の宛先に郵送して下さい。　

〒151-0053  東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル6F
カワイ音楽振興会内　フジタ・マスタークラス係 御中

受講生が中学3年生以下の場合、1名の付添（保護者）のご同伴をお願いします。この付添の方の
聴講料、コンサートチケットは無料とします。

2016年3月22日（火）までに 選考結果を 申込者全員に eメールで連絡します。

選考結果連絡後、10日以内に選考結果連絡 eメールに記載の振込先に受講料のお振込みをお願い
致します。
振り込み手数料は受講生にてご負担下さい。
期日までにお振込みが確認できない場合、キャンセルとさせていただくことがございます。

受講手続きの完了は、お振込みの確認の eメールをもって完了となります。受講手続きの完了後
の受講生からのキャンセルの場合、納入いただいた受講料は原則返金いたしかねます。

2016年5月3日（火）・4日（水）・5日（木） ： 公開レッスン 於：カワイ表参道
2016年5月6日（金） ： 受講生によるコンサート 於：カワイ表参道　コンサートサロン 「パウゼ」

フジタ・マスタークラス　受講生募集 申し込み締切日：2016年3月15日（火）

日程
アフタヌーン コンサート・・・全受講生による演奏とDVDの作成
イブニング コンサート・・・・3～4組の受講生並びにフジタ・ピアノトリオの演奏

【お問い合わせ先】　フジタ・マスタークラス実行委員会　 eメールアドレス　masterclass@fujitapianotrio.com  
　　　　　　　　　演奏活動等で不在のことがございますので、お問い合わせは eメールのみでお願い致します。

フジタ・マスタークラスの聴講をご希望の方
どなたでも聴講していただけます。 
レッスン室は、2～3人程度、10人程度、20人程度の
広さの3部屋の予定です。 
レッスンの曲目、時間割り、部屋割りは、マスタークラス
開催の1ヶ月前にフジタ・ピアノトリオのホームページ
（ www.fujitapianotrio.com ）で公表します。
聴講料は1日あたり1,000円で、随時出入り自由で
す。聴講料は、当日受付にてお支払下さい。

　※アフタヌーンコンサートとイブニングコンサートを通しでお聴き下さる場合には、
　　入場料は 3,000円とします。
会　場／カワイ表参道　コンサートサロン 「パウゼ」
お問い合わせ／カワイ音楽振興会　フジタ・マスタークラス係　電話 03（3320）1671　FAX 03（3379）1446



フジタ・マスタークラス　受講申込書 ①

Aコース
【氏名】 伴奏者希望有無

有り・無し
伴奏者希望無しの場合
同伴の伴奏者氏名

【希望曲】
作曲者名

【楽器】

曲名と作品番号 楽章等

【氏名】 【希望曲】
作曲者名

【楽器】

【氏名】

【楽器】

【氏名】

【楽器】

【氏名】

【楽器】

【氏名】

【楽器】

曲名と作品番号 楽章等

【氏名】 【希望曲】
作曲者名

【楽器】

【氏名】

【楽器】

【氏名】

【楽器】

【氏名】

【楽器】

曲名と作品番号 楽章等

Bコース

Cコース

［備考］
フジタ・ピアノトリオのメンバーは共演メンバーとして必ず入りますが、他の受講者を含めての組み合わせもあり得ます。
曲目と演奏メンバーは、マスタークラス開催の1ヶ月前にお知らせします。

〈第1希望〉

〈第2希望〉

〈第3希望〉



受講者氏名

生年月日（西暦）

性別 □ 男 □ 女
年　　　月　　　日　　　歳

住　　　所 〒

電　　　話 携帯電話

音　楽　歴
eメールアドレス

フリガナ

これまでに師事
された先生、
受講理由など（　　　　）

受講者氏名

生年月日（西暦）

性別 □ 男 □ 女
年　　　月　　　日　　　歳

住　　　所 〒

電　　　話 携帯電話

音　楽　歴
eメールアドレス

フリガナ

これまでに師事
された先生、
受講理由など（　　　　）

受講者氏名

生年月日（西暦）

性別 □ 男 □ 女
年　　　月　　　日　　　歳

住　　　所 〒

電　　　話 携帯電話

音　楽　歴
eメールアドレス

フリガナ

これまでに師事
された先生、
受講理由など（　　　　）

受講者氏名

生年月日（西暦）

性別 □ 男 □ 女
年　　　月　　　日　　　歳

住　　　所 〒

電　　　話 携帯電話

音　楽　歴
eメールアドレス

フリガナ

これまでに師事
された先生、
受講理由など（　　　　）

受講者氏名

生年月日（西暦）

性別 □ 男 □ 女
年　　　月　　　日　　　歳

住　　　所 〒

電　　　話 携帯電話

音　楽　歴
eメールアドレス

フリガナ

これまでに師事
された先生、
受講理由など（　　　　）

フジタ・マスタークラス　受講申込書 ②



www.fujitapianotrio.com

Arensky

Beethoven

Brahms

Bridge

Chopin

Debussy

Dvorak

Haydn

Hummel

Martinu

Mendelssohn

Fanny Mendelssohn

Mozart

Rachmaninov

Ravel

Schubert

Clara Schumann

Shostakovich

Smetana

Takemitsu

Tchaikovsky

Beethoven

Brahms

Dvorak

Mendelssohn

Mozart

Schumann

Brahms 

Dvorak

Elgar

Franck

Schumann

Shostakovich

Piano Trio in D minor Op.32

Piano Trios

Piano Trios

Phantasie (Trio No.1) 

Piano Trio in G minor Op.8

Piano Trio in G major

Piano Trio Op.65 in F min & "Dumky" Op.90

Piano Trios

Piano Trio in Eb Op.12

Five Pieces

Piano Trio Op.49 ＆ Op.66 

Piano Trio Op.11 in D minor

Piano Trios

"Trio élégiaque" No.2 in D minor Op.9

Piano Trio in A minor

Piano Trio No.1 in Bb major D898

Piano Trio No.2 in Eb major D929

Piano Trio in G minor Op.17

Piano Trio No.1 & No.2

Piano Trio in G minor Op.15

Between Tides (1993)

Piano Trio in A minor

Piano Quartets No.1, 2, 3

Piano Quartets Op.25, 26, 60

Piano Quartet Op.23

Piano Quartets No.1, 2, 3

Piano Quartets

Piano Quartet Op.47

Piano Quintet Op.34

Piano Quintet Op.81

Piano Quintet Op.84

Piano Quintet

Piano Quintet Eb Op.44

Piano Quintet G min Op.57

参考曲目リスト

ゲネプロの一例ゲネプロの一例 宿泊予定先 練習風景の一例

「特別賞 英国Maiastra室内楽コース受講への推薦」について
推薦を希望される方は、受講申込書②のご自分の欄の音楽歴の欄に「Maiastra室内楽コース
受講推薦を希望」と記載して下さい。 特別賞の選考対象者は、この記載のある方となります。
選考対象者の演奏曲目の参考曲目リストは下記の通りです。

【Maiastra室内楽コース】
英国での１０日間の室内楽のマスタークラスで、コンサート演奏を含みます。
受講料は無料で、宿泊・食事付きです。航空賃を含む交通費は自己負担です。

コース開催予定日 ： 2016年 ７月８日（金）～１７日（日）
スケジュールが変更になる場合はホームページにてお知らせします。
詳細は ホームページ  www.maiastra.org をご参照下さい。


