
 田中宏明 ピアノ・リサイタル
Hiroaki Tanaka Piano Recital 
Friday, November 23rd, 15:00 at
Art Tower Mito, Concert Hall ATM 

◎チケット（全席自由） 
一般　3000円
ユース（25歳以下）

　　　2000円（前売り1500円）

チケット発売：8月25日（土）より

◎チケットの取り扱い
水戸芸術館 エントランスホール・チケットカウンター

水戸芸術館 チケット予約センター 　

かわまた楽器店

ヤマハミュージックリテイリング水戸店

水戸京成百貨店 4F チケットぴあ

茨城大学生協水戸サービスショップ 

バッハ　半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903
J.S.Bach:Chromatic Fantasy and Fugue in D minor, BWV903

バッハ　パルティータ第 2 番 ハ短調 BWV826
J.S.Bach:Partita No.2 in C minor, BWV826

バッハ　トッカータ ホ短調 BWV914
J.S.Bach:Toccata in E minor, BWV914

山口　哲人　もののあはれ （委嘱作品・初演）
Akihito Yamaguchi:Mono no Aware 

バッハ＝リスト編　オルガンのための前奏曲とフーガ イ短調 BWV543
J.S.Bach=F.Liszt:Prelude and Fugue for Organ in A minor, BWV543

リスト　巡礼の年第2年「イタリア」より
　　　　ソナタ風幻想曲―ダンテを読んで
F.Liszt:From Années de Pèlerinage Deuxième Année Italie
　　　　　　Après une Lecture du Dante － Fantasia quasi Sonata 

主催　公益財団法人 水戸市芸術振興財団　田中宏明
企画　田中宏明
後援　茨城県　茨城県教育委員会　水戸市教育委員会　茨城新聞社　一般社団法人全日本ピアノ指導者協会　日本音楽表現学会　茨城大学
　　　 「茨城大学ＣＯＣ事業　地域志向教育支援プロジェクト」

●お問い合わせ
　水戸芸術館 チケット予約センター
　TEL. 029-231-8000

2018年

11月23日
( 金･祝 )

15：00開演
（14：30 開場）

水戸芸術館
コンサート
ホールATM



　わたくしは坂の街、小樽で生まれ育ち、札幌を拠点として活動しておりましたが、茨城大学とのご
縁があり、2016年の 4 月より水戸へ参りました。天気の良い日に散歩に出かけ、千波大橋から街を
一望すると、それぞれが水戸の自然、経済、文化の象徴ともいえる、千波湖、京成百貨店、芸術館
シンボルタワーが美しく連なり、水戸の住人になったことを実感できます。
　今回会場となる水戸芸術館は音楽、演劇、美術の拠点であり、音楽を愛する方はもちろん、演劇や
現代アートなど、幅広い層の方たちに楽しんでいただける施設となっており、演奏会がとても楽しみです。
　演奏プログラムは、これまで節目ごとのステージに演奏してきたバッハとリストの作品を選びました。
さらに吹奏楽コンクールの課題曲や、2019年茨城国体の式典の作曲等でもご活躍されている山口哲
人氏が、この演奏会のために美しい楽曲を書き下ろして下さいました。これらお気に入りの楽曲を、
これから私の第 2 の故郷となる茨城・水戸の皆様に、美しい四季の彩の一つとして楽しんでいただけ
ると幸いです。
　それでは水戸芸術館コンサートホール ATM でお目にかかれることを楽しみにしております。

●チケットの取り扱い 

水戸芸術館 エントランスホール・チケットカウンター
水戸芸術館 チケット予約センター TEL. 029-231-8000 　
ウェブ予約 https:// www.arttowermito.or.jp/tickets/ticket.html
かわまた楽器店 TEL. 029-226-0351 　
ヤマハミュージックリテイリング水戸店 TEL. 029-244-6661
水戸京成百貨店 TEL. 029-231-1111
茨城大学生協 水戸サービスショップ TEL. 029-225-7763

●お問い合わせ 
　水戸芸術館 チケット予約センター TEL. 029-231-8000／営業時間：9:30～
　18:00（月曜休館） 
◎車椅子のお客様、盲導犬、介助犬同伴のお客様は、指定の座席へのスムーズな
　ご案内のため予約時にお知らせください。 
◎公演の内容や出演者は、変更になる場合があります。
◎未就学児のご入場はご遠慮ください。
◎公演中止の場合を除き、一度購入されたチケットの払い戻し、交換等は出来ま
　せんのでご了承ください。

●交通ご案内 
◎JR ご利用の場合：上野駅（品川・東京発もあり）から常磐線特急で約 65 分～
　85 分、水戸駅下車。
　北口バスターミナル 4 ～ 7 番のりばから泉町 1 丁目下車。徒歩 2 分。 
◎高速バスご利用の場合：東京駅八重洲南口バスターミナルのりばから常磐高速
　バス（赤塚又は茨大ルート）水戸駅行きで約 100 分、泉町 1 丁目下車、徒歩 2 分。 
◎お車ご利用の場合：常磐自動車道水戸 IC より国道 50 号線を水戸市街地方面
　へ約 20 分。芸術館地下の市営五軒町駐車場をご利用ください（料金：30 分まで
　無料、1 時間まで 200 円、以下 30 分ごとに 100 円／営業時間：7:00～ 23:00） 。

田中宏明 ピアノ・リサイタル

線

水戸芸術館 
〒310-0063 水戸市五軒町1-6-8 
TEL.029-227-8111　https://www.arttowermito.or.jp/ 

山口　哲人（委嘱作品・作曲）
　東京藝術大学大学院修了。野田暉行、廣瀬量平の各氏に師事。「21 世紀音楽の会」、「New Sound Scape ,96 ～」会員。
　第 14 回神奈川芸術祭創作コンクール第 1 位。93年朝日作曲賞。96年文化庁舞台芸術創作奨励特別賞 ( 最高位 )。奏
楽堂日本歌曲コンクール第 16・17 回第 2 位、第 18 回中田喜直賞。第 19 回日本歌曲コンクール作曲部門最優秀賞、並び
に全音楽譜出版社賞受賞。第 14 回東京国際室内楽作曲コンクール第 2 位 (1 位なし)。第 3 回全日本吹奏楽連盟作曲コ
ンクール第 1 位。東京国際芸術協会第 11 回 TIAA 全日本作曲家コンクール第 1 位。第 6 回および第 7 回日本管打・吹奏
学会作曲賞佳作入選。第 6 回東京国際歌曲作曲コンクール第 2 位 (1 位なし)。
　全日本合唱コンクール課題曲「火」、全日本吹奏楽コンクール課題曲「戦場にて－薔薇戦争より－」、日本歌曲コンクール歌唱部門課題曲「明
日という日がおとずれるなら」等を作曲、2019年いきいき茨城ゆめ国体式典音楽の作編曲を担当。
　 岩手大学特命准教授を経て、現在、茨城大学教育学部准教授。

田中　宏明（ピアノ）
　北海道小樽市生まれ。道立小樽潮陵高等学校を経て、90 年東京音楽大学入学。在学中特待生奨学金を受ける。92 年 NHK、宝塚ベガ、
東京文化会館等の各コンクール、オーディションに入賞する。94 年東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業。東京藝術大学大学院入学。95 年ア
メリカ・インディアナ大学音楽学部に入学。在学中、アメリカ国内にて活発な演奏活動を重ねる。96 年第 10 回 J.S. バッハ国際コンクール（ライ
プツィヒ）にてディプロマ賞受賞。97 年インディアナ大学アーティストディプロマコース修了、帰国。98 年東京藝術大学大学院音楽研究科修士
課程修了。これまでにピアノを棚瀬美鶴恵、中川和子、宮澤功行、渡辺健二、石附秀美、倉沢仁子、播本枝未子、ミシェル・ブロック、レナー
ド・ホカンソンの各氏に師事。
　99 年春から活動拠点を東京から北海道に移す。2003 年札幌市民芸術祭奨励賞受賞。演奏活動を行うと共に藤女子大学講師を務め、2016
年 4 月、茨城大学に赴任する。
　現在、茨城大学教育学部准教授。（社）全日本ピアノ指導者協会正会員。日本音楽表現学会、全国大学音楽教育学会各会員。東関東学生
ピアノコンクール、PTNA ピアノコンペティション、全日本学生音楽コンクール各審査員。


