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神奈川県立
音楽堂

ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン ヨコハマ 2022
Music Masters Course Japan in Yokohama 2022

ベートーヴェン
　弦楽四重奏曲  第４番  ハ短調  作品 18-4

ブラームス
　弦楽六重奏曲  第２番  ト長調  作品 36

ベートーヴェン
　弦楽四重奏曲  第４番  ハ短調  作品 18-4

ブラームス
　弦楽六重奏曲  第２番  ト長調  作品 36

【チケット販売】チケットぴあ  https://t.pia.jp/（Ｐコード：216-696）
【主催】一般社団法人ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン
【共催】横浜市
【助成】横浜市/ 神奈川県（申請中）/ 公益社団法人企業メセナ協議会 2021
　　　　芸術・文化による社会創造ファンド
【お問い合わせ】一般社団法人ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン
　　　　　　　　info@mmcj.org
※新型コロナウィルスの影響による公演の変更・中止の可能性がある場合がございますので、ご了承ください。

【チケット販売】チケットぴあ  https://t.pia.jp/（Ｐコード：216-696）
【主催】一般社団法人ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン
【共催】横浜市
【助成】横浜市/ 神奈川県（申請中）/ 公益社団法人企業メセナ協議会 2021
　　　　芸術・文化による社会創造ファンド
【お問い合わせ】一般社団法人ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン
　　　　　　　　info@mmcj.org
※新型コロナウィルスの影響による公演の変更・中止の可能性がある場合がございますので、ご了承ください。

【神奈川県立音楽堂交通アクセス】
●  JR 桜木町駅 南改札西口・北改札西口から徒歩 10分
●  横浜市営地下鉄 桜木町駅 南1番出口から徒歩 10分
●  京浜急行 日ノ出町駅から徒歩 13分
●  みなとみらい線 みなとみらい駅から徒歩 20分
●  「戸部1丁目」バス停から徒歩 5分
●  「紅葉坂」バス停から徒歩 7分

Music Masters Course Japan 
Faculty Chamber Music Concert
Music Masters Course Japan 
Faculty Chamber Music Concert

講師陣による室内楽コンサート講師陣による室内楽コンサート

出演者：クァルテット・エクセルシオ（弦楽四重奏）
　　　　鈴木 学（ヴィオラ）　山崎 伸子（チェロ）

出演者：クァルテット・エクセルシオ（弦楽四重奏）
　　　　鈴木 学（ヴィオラ）　山崎 伸子（チェロ）

©Naoko Ogura

©T.Tairadate

©Akira Muto

全指定席　一般 2,000円　学生 1,000円全指定席　一般 2,000円　学生 1,000円

  2022年

６月30日(木)
  2022年

６月30日(木)
神奈川県立音楽堂神奈川県立音楽堂

19：00開演
（18：15開場）
19：00開演
（18：15開場）



【チケット販売】チケットぴあ  https://t.pia.jp/（Ｐコード：216-697）
【お問い合わせ】info@mmcj.org

MMCJ2022
室内楽コンサート
出演者： MMCJ2022 受講生
曲目：当日発表

2022年 7月10日（日）14：00開演（13：30開場）
神奈川県民ホール 小ホール
全自由席  1,000円

1994 年桐朋学園大学在学中に結成。「繊細優美な金銀細工のよう」（独フランクフルター・アルゲマイネ紙）と 2016 年ド
イツデビューで称賛された、年間 70公演以上を行う日本では数少ない常設の弦楽四重奏団。ベートーヴェンを軸にした『定
期公演』、20世紀以降の現代作品に光をあてる『ラボ・エクセルシオ』、次世代の弦楽四重奏団との共演『クァルテット・ウィー
クエンド』などのシリーズを展開しつつ全国的に活動。また、室内楽の聴衆の輪を広げる活動を積極的に行い、海外公演
も回を重ねている。第 2 回大阪国際室内楽コンクール弦楽四重奏部門第２位、第 5 回パオロ・ボルチアーニ国際弦楽四重
奏コンクール最高位、第 19 回新日鉄音楽賞「フレッシュアーティスト賞」、第 16 回ホテルオークラ音楽賞等受賞歴多数。
2017 年 4月より浦安音楽ホールレジデンシャル・アーティストとしても活動している。
オフィシャル・ウェブサイト  http://www.quartet-excelsior.jp/　フェイスブック  https://www.facebook.com/QuartetExcelsior/©Naoko Ogura

©T.Tairadate

©Akira Muto

©T.Tairadate©Rowland Kirishima

大友直人
東京交響楽団 名誉客演指揮者
京都市交響楽団 桂冠指揮者
琉球交響楽団 音楽監督

創設音楽監督

アラン・ギルバート
NDRエルプフィルハーモニー
管弦楽団 首席指揮者
東京都交響楽団 首席客演指揮者

創設音楽監督

What’s MMCJ?ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン とは

クァルテット・エクセルシオ    ヴァイオリン：西野 ゆか、北見 春菜   ヴィオラ：吉田 有紀子   チェロ : 大友 肇
Quartet Excelsior     Yuka Nishino, Haruna Kitami (Violins), Yukiko Yoshida (Viola), Hajime Otoma (Cello)

桐朋学園大学を卒業後、DAADドイツ文化交流会奨学生としてハンブルク国立音楽大学に留学。93～04年、オーストリーの
リンツ・ブルックナー管弦楽団の首席ヴィオラ奏者を務める。04 年４月に帰国。現在東京都交響楽団ソロ首席奏者。ルツェ
ルン音楽祭（スイス）、サンガト音楽祭（インド）、サンタフェ室内楽音楽祭（アメリカ合衆国）等数々の音楽祭にソリスト、
室内楽奏者として招かれるなど国際的活躍を続けている一方、ブロッホのヴィオラ組曲（コンチェルト版）、エロードのヴィ
オラ協奏曲等を日本初演するなどヴィオラの作品を積極的に紹介している。インディアナ大学等に招かれマスタークラスを
行う他、桐朋学園大学院大学、桐朋学園OA、MMCJ等にて後進の指導にも精力的にあたっている。

ヴィオラ   鈴木 学   Suzuki Manabu, Viola

広島生まれ。桐朋女子高等学校音楽科、同大学音楽学部卒業。齋藤秀雄、レイヌ・フラショー、堤剛、安田謙一郎、藤原
真理各氏に師事。第 1 回民音室内楽コンクール第 1 位、第 44 回日本音楽コンクール・チェロ部門第 1 位。卒業後、文化
庁海外派遣研修員として、ジュネーブでピエール・フルニエに師事。2007年より10年にわたり津田ホール、浜離宮朝日ホー
ルでチェロ・ソナタ・シリーズを開催し、2017 年 5 月に紀尾井ホールで最終回を迎え、好評を博した。2018 年 12 月に
はライブ録音した「J.S.バッハ: 無伴奏チェロ組曲全曲」をリリース。2017年度からフィリアホールにて山崎伸子プロデュー
ス「未来に繋ぐ室内楽」と題し、優秀な若手演奏家の紹介と室内楽を共演するシリーズを開催している。「村松賞」、「グロー
バル音楽賞第 1回奨励賞」「東燃ゼネラル音楽賞（旧：エクソンモービル音楽賞）」奨励賞受賞。現在、桐朋学園大学特任教授、
東京藝術大学名誉教授。使用楽器はヒエロニムス・アマティ 1641 年製。

チェロ   山崎 伸子   Nobuko Yamazaki, Cello

　桐朋学園大学在学中に NHK 交響楽団で指揮者デビュー、日本を代表する指揮者の一人、大友直人が若き日にタング
ルウッド音楽祭で出会ったのが、ニューヨーク・フィルの音楽監督を務めるなど世界的指揮者となったアラン・ギルバート。
この二人が「海外の若い音楽家が、同世代の日本の音楽家とともに学ぶ場を作
れたら」との思いから2001年に始まったのが現在のミュージック・マスターズ・
コース・ジャパン (MMCJ) である。
　発足は千葉県のかずさから始まり、当初は金管、指揮、マネジメントを含
むセミナーを行っていた。現在は、弦楽器による四重奏、木管五重奏を中心
に横浜で開催していたが、2020 年新型コロナウィルスの影響により中止、
2021 年は国内の弦楽四重奏４組のセミナーを行ったが、2022 年もまだ影響
が続いていることから、2021 年と同じく、弦楽四重奏曲のみのセミナーを行
う予定。このセミナーに先駆け、今年の講師陣による室内楽コンサートを開催。
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