本公演は3/19すみだトリフォニーホール小ホール、5/18ヤマハホール公演の振替公演です。
同公演のチケットでは入場できません。チケットをお持ちの方はお問合せ先までご連絡ください。

激動の 世紀に翻弄されたロシアの作曲家プロコフィエフ︒
生涯にわたり書かれた全ソナタの歴史を︑
世界６大ピアノで辿る︒
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プロコフィエフ・ソナタ全曲シリーズ

3 10日（水）

2021年 月

15時開演（14時30分開場）

ヤマハホール

新型コロナウィルス感染防止策実施のため、
時間に余裕を持ってご来場下さい。

ショパン

舟歌 嬰ヘ長調 Op.60
リャードフ

3つの小品 Op.11
スクリャービン

チケット発売開始２月１
０日（水）

▼チケット料金

一般3,500円

学生2,500円

全席指定

▼チケット取扱・お問合せ・マネジメント
株式会社1002［イチマルマルニ］

Tel: 03-3264-0244（平日11時〜17時）
https://www.1002.co.jp/

ピアノ・ソナタ 第2番 嬰ト短調「幻想ソナタ」Op.19
詩曲「焔に向かって」Op.72
プロコフィエフ

ピアノ・ソナタ 第5番 ハ長調 Op.38
思考 Op.62
ピアノ・ソナタ 第7番 変ロ長調「戦争ソナタ」Op.83
※曲目が変更になる場合がございます

共催：株式会社ヤマハミュージックジャパン
協賛：株式会社河合楽器製作所 島村楽器株式会社 株式会社日本屋楽器 株式会社ベヒシュタイン・ジャパン 株式会社ヤマハミュージックリテイリング銀座店
後援：昭和音楽大学 桐朋学園音楽部門同窓会 一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ） 日本アレンスキー協会 公益社団法人日本演奏連盟 日本ショパン協会
公益財団法人日本ピアノ教育連盟 日本･ロシア音楽家協会 スタインウェイ･ジャパン株式会社 ファツィオリジャパン株式会社 ベーゼンドルファー･ジャパン 株式会社山野楽器
photo ©Akira Muto

プロコフィエフ・ソナタ全曲シリーズ第3回は、
「芸術はパリとともに」
最先端の芸術が息づくパリを、今回採り上げる作曲家たちは意識しており、
プロコフィエフもその一人。
そして私も彼らの心を知るために、
パリに引き寄せられたのかもしれません。
今回はヤマハ最先端のピアノCFXの響きとともに、
パリで結ばれた作品を演奏いたします。 上野優子

PROFILE

上野優子（ピアノ）―プロフィール

桐朋女子高校音楽科を経て同大学2年次に渡欧、
イモラ国際ピアノア

現在、演奏活動の他、音楽雑誌など専門媒体での執筆、国内外での

カデミー
（伊）
ピアノ科ディプロマ取得、
パリ・エコールノルマル音楽院ピ

コンクール審査、
レクチャーなども行い、'08年のデビューＣＤが「レコード

アノ科コンサーティスト課程ディプロムをアルゲリッチ、
エル＝バシャ、
カツァ

芸術」誌において準推薦盤に、'15年のセカンドアルバムが準特選盤に

リス各氏に認められ取得。
'09年同音楽院室内楽科コンサーティスト課程

選出されるなど、録音においても積極的に行っている。'17年にスタートし

ディプロムを首席・審査員満場一致で取得。

た
「プロコフィエフ・ソナタ全曲シリーズ」
は、
これまでの「ココロノヒビキ」

全日本学生音楽コンクール、浜松国際ピアノアカデミーコンクール、
フン

（'10〜'14年）、
「上野優子with Friends・リストの系譜」
（ '15年〜）
と

メル国際ピアノコンクール他入賞多数。
これまでストレーザ・マッジョーレ

共に注目のツィクルスとして話題になっている。
これまでにピアノを鬼村弘

湖音楽祭、
イタリア・モーツァルト協会例会マチネー、
パリ・サルコルトー、

子、鍵岡眞知子、深沢亮子、故有賀和子、F.スカラ、L.マルガリウス、B.

ブールジュ・サンボネ劇場、都民芸術フェスティバル、
ラフォルジュルネ
「熱

ペトルシャンスキー、O.ヤブロンスカヤ、故J.ムニエ、M.リビツキー、J.M.

狂の日」
エリアコンサート等々、
ソリスト、室内楽奏者として出演する他、
モ

ルイサダ各氏に、
フォルテピアノをS.フィウッツィ氏に、室内楽を故G.マル

ルドヴァ共和国ナショナルオーケストラ、
スロヴァキアフィルハーモニー管

ティニー氏に師事。全日本ピアノ指導者協会（PTNA）、
日本アレンス

弦楽団、
日本フィルハーモニー交響楽団などオーケストラ協演も多数。
ま

キー協会、
日本演奏連盟、
日本ショパン協会、
日本ピアノ教育連盟、

たイタリア国営テレビRAI3、
スロヴァキアFM、NHK-FM「リサイタル・パッ

日本・ロシア音楽家協会各正会員。昭和音楽大学で教鞭を執るなど、

シオ」、
インターネットラジオOTTAVA等に出演するなど、国内外での活躍

後進の指導にも力を注いでいる。'18年ピティナ・ピアノコンペティション

ぶりが音楽専門誌、新聞など各メディアで高く評価されている。

特別指導者賞を受賞。

プロコフィエフ・ソナタ全曲シリーズ

約1年〜1年半に1回のペースで全6回を予定。
第1回 ソナタ第1番，
第2番

楽器：スタインウェイ

第2回 ソナタ第3番，
第4番

楽器：ファツィオリ

第3回 ソナタ第5番，
第7番

楽器：ヤマハ

第4回 ソナタ第6番

楽器：カワイ

第5回 ソナタ第8番

楽器：ベヒシュタイン

ヤマハホール
東京都中央区銀座7-9-14

Tel.03-3572-3171

第6回 ソナタ第9番，
第10番
ソナタ第5番（改訂版） 楽器：ベーゼンドルファー

CD第3弾

上野優子リサイタル

●東京メトロ銀座線／丸ノ内線／日比谷線
●都営地下鉄浅草線・東京メトロ日比谷線

ライヴ録音CD

「東銀座」駅より徒歩7分

好評発売中
CD第1弾
ラフマニノフ：ショパンの主題による変奏曲

スカルラッティ/ドビュッシー / プロコフィエフ with

プロコフィエフ：ピアノ
・ソナタ第7番
「戦争ソナタ」
ボルトキエヴィチ：10の前奏曲

スカルラッティ：

5つのソナタ

ドビュッシー：

CD RGCD-1026 ￥2,500+税
録音：2008年1月7日,8日
横浜市港南区民文化センター
「ひまわりの郷」
解説：日本語、
フランス語

プロコフィエフ：

発売・販売元 : レグルス Co. Ltd.

ロ短調 K.27、
ニ短調（トッカータ）K.141、ヘ短調 K.466、
ホ長調 K.531、
イ長調 K.533

版画、
エレジー

レコード芸術誌 準推薦

風刺（サルカズム）Op.17
ピアノ・ソナタ 第3番「古い手帳から」Op.28
ピアノ・ソナタ 第4番「古い手帳から」Op.29
束の間の幻影 Op.22より第17曲
「詩的に」
バッハ：

平均律クラヴィーア曲集 第1巻
第1番 BWV846より前奏曲

NEW!

「銀座」駅A3出口より徒歩4分

●JR線・都営地下鉄浅草線・東京メトロ銀座線 「新橋」駅より徒歩7分

CD FOCD20123 ¥2,700+税
録音：2018年12月13日 すみだトリフォニーホール 小ホール ライヴ録音
解説：日本語、
フランス語 販売元: fontec P&D

新型コロナウィルス感染防止へのご協力のお願い
●マスク常時着用、咳エチケットの実践、入場時の手指消毒や検温にご協力ください。
●ロビーでは、
お客様同士の歓談などを極力控えてください。
●出演者へのプレゼント、面会はできません。
●感染防止策実施のため、時間に余裕をもってご来場ください。

CD第2弾

リストをめぐる作曲家たち

バッハ＝ジロティ／ボルトキエヴィチ／リスト／
バルトーク／モーツァルト＝リスト
CD RGCD-1040 ￥2,500+税
録音：2015年3月3, 4日
富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ
解説：日本語、
フランス語
レコード芸術誌 準特選

発売・販売元 : レグルス Co. Ltd.

公演当日、以下に該当されるお客様はご来場をお控え下さい。
●37.5℃以上の発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障
害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐の症状がある。
●新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある。
●過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地
域への訪問歴、及び当該在住者との濃厚接触がある。

