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9.6〈日〉
発売開始

主催

音楽大学オーケストラ･フェスティバル実行委員会
ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化財団グループ）

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場

各日 15 : 00開演

全席指定（税込） 1回券 ¥1,000／通し券 ¥3,000
＊通し券はミューザ川崎シンフォニーホール、東京芸術劇場での窓口販売及び電話予約、前売販売のみの取扱い

12.5〈土〉
国立音楽大学（指揮 : 飯森範親）

洗足学園音楽大学（指揮 : 秋山和慶）

ミューザ川崎シンフォニーホール

12.6〈日〉
東邦音楽大学（指揮 : 梅田俊明）

東京音楽大学（指揮 : 尾高忠明）

東京芸術劇場 コンサートホール

ミューザ川崎シンフォニーホール＆
東京芸術劇場
共同企画

第11回
2020年

11.22〈日〉
上野学園大学（指揮 : 清水醍輝）

昭和音楽大学（指揮 : 時任康文）

東京芸術劇場 コンサートホール

11.28〈土〉
桐朋学園大学（指揮 : 高関健）

武蔵野音楽大学（指揮 : 北原幸男）

ミューザ川崎シンフォニーホール
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〈お問合せ〉

ミューザ川崎シンフォニーホール 044 - 520 - 0200

東京芸術劇場ボックスオフィス 0570 - 010 - 296

各公演の最新情報は、ご来館前に各会場のホームページにて
ご確認くださいますようお願い申し上げます。



ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンター
044 - 520 - 0200（10 : 00～18 : 00）  チケットカウンター（10 : 00～19 : 00）  

ミューザwebチケット http://muza.pia.jp/

東京芸術劇場ボックスオフィス
0570 - 010 - 296（休館日を除く 10 : 00～19 : 00）  
https://www.geigeki.jp/
チケットぴあ 0570 - 02 - 9999 http://pia.jp/t
［Pコード  184 - 759（11.22、12.6）186 - 487（11.28） 186 - 488（12.5）］
イープラス https://eplus.jp/

◆ ローソンチケット 0570 - 000 - 407（オペレーター対応 10 : 00～18 : 00） https://l-tike.com/
［ Lコード  31613（11.22、12.6）32614（11.28、12.5）］

＊公演内容と大学の出演順につきましては変更が生じる場合がございますので、ご了承ください。
＊公演中止の場合を除き、ご予約・ご購入いただきましたチケットのキャンセル・変更はお受けできません。
＊未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。各会場の託児施設をご利用ください。（事前申込み制・有料）

●東京芸術劇場｜HITOWAキャリアサポート株式会社 わらべうた 
0120 - 415 - 306（土・日・祝祭日を除く平日9:00～17 :00）

●ミューザ川崎シンフォニーホール｜イベント託児® マザーズ 
0120 - 788 - 222（月～金10 :00～12:00／13 :00～17 :00）

◎チケット     ※新型コロナウイルスの影響を鑑み発売日を変更いたしました。

全席指定（税込）  1回券  ¥1,000／通し券¥3,000
＊通し券はミューザ川崎シンフォニーホール、東京芸術劇場での窓口販売及び電話予約、前売販売のみの取扱い。

design: Kazuaki Akizawadesign: Kazuaki Akizawa

昭和音楽大学  時任康文（指揮）
♪ショスタコーヴィチ :交響曲第5番 ニ短調 作品47

11.22〈日〉東京芸術劇場 コンサートホール

上野学園大学  清水醍輝（指揮）
♪ベートーヴェン:『エグモント』序曲 作品84
♪バルトーク:組曲『ハンガリーの風景』Sz.97 BB103
♪ドビュッシー :『管弦楽のための映像』より｢イベリア｣

14:00開場
15:00開演

11.28〈土〉ミューザ川崎シンフォニーホール
桐朋学園大学  高関健（指揮）
♪調整中

14:00開場
15:00開演

12.6〈日〉東京芸術劇場 コンサートホール 14:00開場
15:00開演

9.6〈日〉
発売開始

©Yamaguchi

©Masahide Sato

12.5〈土〉ミューザ川崎シンフォニーホール 14:00開場
15:00開演

洗足学園音楽大学  秋山和慶（指揮）
♪エルガー :演奏会用序曲「コケイン」作品40

エニグマ変奏曲 作品36

託児サービス
のご案内

武蔵野音楽大学  北原幸男（指揮）
♪ブラームス :交響曲第2番 ニ長調 作品73

※指揮者・曲目は当初の予定から変更となりました。

国立音楽大学  飯森範親（指揮）
♪マーラー :交響曲第1番 ニ長調｢巨人｣

©山岸伸

東邦音楽大学  梅田俊明（指揮）
♪ベートーヴェン :交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

©K.Miura

東京音楽大学  尾高忠明（指揮）
♪R.シュトラウス :交響詩｢英雄の生涯｣作品40

©Martin Richardson

ごあいさつ

＊東京藝術大学は、学事等の都合により本年は日程調整がつかず、出演を見送ることとなりました。

2021年3月27日〈土〉 
15:00開演（14:00開場）
東京芸術劇場 コンサートホール ©読売日本交響楽団

指揮 :シルヴァン･カンブルラン
管弦楽 :音楽大学フェスティバル･オーケストラ
（首都圏9音楽大学選抜オーケストラ）
全席指定（税込） S¥2,000／A¥1,500
チケット発売  11月18日［水］（予定）

2021年3月28日〈日〉 
15:00開演（14:30開場）
ミューザ川崎シンフォニーホール

第10回 音楽大学フェスティバル・オーケストラ

〒212-8557 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
Tel. 044-520-0100（代）
https://www.kawasaki-sym-hall.jp

JR川崎駅中央西口直結

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-8-1
Tel. 03-5391-2111（代）
https://www.geigeki.jp/

池袋駅地下通路2b出口直結

コロナウイルスに世界中が汚染され社会の機能がマヒ状態の日々 が続いています。特に芸術文化に

対する影響は大きく演劇公演、展示会、音楽コンサートなどは皆無の状態が続き、先行きが不透明

です。このまま手をこまねいて傍観している訳にはいかないと、プロオーケストラや中高吹奏楽の部

活動は3密を考察する実験を積極的に行い、コンサート開催に向けての準備を行っています。
音楽大学オーケストラ・フェスティバルに参画する各音楽大学のオーケストラもこのフェスティバル

の灯を絶やさないようにと、東京芸術劇場とミューザ川崎シンフォニーホールの支援のもとで、音楽

の力による疫病絶滅を念じ、第11回大会の実現に誠心誠意取り組んでいます。
音楽文化は手元に物としては残りませんが、心の糧となる存在感は絶大です。

コロナが下火となることを祈り、皆様がお越しいただけることを、心よりお願い申し上げます。

音楽大学オーケストラ・フェスティバル  実行委員長  岡田知之

首都圏9音楽大学と2つの公共ホールが連携して行う音楽大学オーケストラ･フェスティバル。
秋の大学別公演、春の選抜メンバーで結成した合同オーケストラ公演を行い若手演奏家の交流･育成を図ります。このフェスティバルは各大学間の

交流と協力を目的としています。その一環として、各大学の演奏の前には共演校からのエールを込めたファンファーレの演奏があります。

第11回 音楽大学オーケストラ・フェスティバル2020

ソーシャル・ディスタンスを確保した座席配置となる場合がございます。
最新情報は各会場のホームページにてご確認ください。


