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メンデルスゾーン・オーケストラ・アカデミー 
スペシャル・コンサート 

The Mendelssohn Orchestra Academy 
Special Concert

メンバー  
Members

お名前 ※必須：

ご住所：〒　　　ー　　　　

電話番号※必須（日中ご連絡がつく番号）：（　　　）　　　　ー　　　　

E-mail：

お申込締切日：2014年３月18日（火）

ヴァイオリン　Violin： 
キャサリン・マイアルスコフ　　　　　　　Catherine Myerscough 
イェウォン・キム　　　　　　　　　　　　Yewon Kim !
ヴィオラ　Viola： 
セシル・ヴァンドロワ　　　　　　　　　　Cécile Vindrois 
デイヴィッド・ラウ　　　　　　　　　　　David Lau（Member of LGO） !
チェロ　 Violoncello： 
吉岡 知広　　　　　　　　　　　  　　　　Tomohiro Yoshioka !
コントラバス　Double bass： 
ベンヤミン・クラネール　　　　　　　　　Benjamin Kraner !
オーボエ　Oboe： 
ヴィンセンテ・カステッロ・サンサローニ　Vincente Castello Sansaloni !
クラリネット　Clarinet： 
レナ・バイスヴァンガー　　　　　　　　　Lena Beißwanger !
ピアノ　Piano： 
田中 絢子　　  　　　　　　　　　　　　　Ayako Tanaka

先着300名様を御招待致します 
下記申込書、もしくはEメール（academy@kajimotomusic.com）でお申込ください 

主催：KAJIMOTO／株式会社白寿生科学研究所／ 
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 ミュージック・プロジェクト

世界最古のシンフォニー・オーケストラ、 
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管と  

メンデルスゾーンが創始したHMTライプツィヒ音楽大学による 
最高教育機関で学ぶ、 

若き俊英音楽家によるスペシャル・コンサートに 
ご来場のお客様、先着300名を御招待致します 
詳しくは受付までお問合せくださいませ

特別御招待のご案内

※ご記入された個人情報は、この公演のみに使用いたします。

2014年3月20日（木）19:00開演（18:30開場）
会場：白寿ホール
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モーツァルト：オーボエ五重奏曲 ハ短調 K.406（弦楽五重奏曲 第2番　オーボエ五重奏版）!
Mozart: Oboenquintett c-Moll KV 406!
第1楽章　アレグロ!
Ⅰ. Allegro!
第2楽章　アンダンテ!
Ⅱ. Andante!
第3楽章　メヌエット!
Ⅲ. Menuetto!
第4楽章　アレグロ!
Ⅳ. Allegro!!
バルトーク：コントラスト Sz.111!
Bartók: Kontraste für Klarinette, Violine und Klavier Sz 111!
第1楽章　ヴェルブンコシュ!
I. Verbunkos (Recruiting Dance)!
第2楽章　ピヘネー!
Ⅱ. Piheno (Relaxation)!
第3楽章　シェベシュ!
Ⅲ. Sebes (Fast Dance)!!!
＊＊＊!!!
ドヴォルザーク：弦楽のためのノットゥルノ ロ長調 Op. 40!
Dvořák: Notturno in H-dur Op. 40!!
シューマン：ピアノ五重奏曲 変ホ長調 Op.44!
Schumann: Quintett für Klavier und Streichquartett!
第1楽章　アレグロ・ブリランテ!
Ⅰ. Allegro brillante!
第2楽章　イン・モード・ドゥナ・マルチア（行進曲風に）ウン・ポーコ・ラルガメンテ!
Ⅱ. In modo d'una marcia. Un poco largamente!
第3楽章　スケルツォ：モルト・ヴィヴァーチェ!
Ⅲ. Scherzo: Molto vivace!
第4楽章　アレグロ・マ・ノントロッポ!
Ⅳ. Allegro ma non troppo

メンデルスゾーン・オーケストラ・アカデミー 
The Mendelssohn Orchestra Academy

メンデルスゾーン・オーケストラ・アカデミーは、世界最古のオーケストラである「ライプツィヒ・
ゲヴァントハウス管弦楽団（以下LGO）」とメンデルスゾーンが初代学院長を務めたドイツ最古の
音楽院、「フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学ライプツィヒ（旧ライプ
ツィヒ音楽院、以下HMTライプツィヒ）」によって2004年に設立されました。両機関を更に高
め、かつ長期に渡る結束を強め、才能豊かな音楽家を未来のLGO奏者となるべく育成する事を目
的としています。!!
メンデルスゾーン・オーケストラ・アカデミーの学生は、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス、ライ
プツィヒ歌劇場、聖トーマス教会でLGOと共に演奏し、ワールド・ツアーも行い、LGOメンバー
による楽器指導、HMTライプツィヒ教授による室内楽指導を受け、4学期間に渡る集中的な研鑽を
積んでいます。!
また学生はライプツィヒ・ゲヴァントハウスや大学内、メンデルスゾーン・ハウス等で室内楽の演
奏会を行うと共に、音楽家としての人生を送るための多面的な教育を受けています。!!
そして卒業生の多くはゲヴァントハウス管弦楽団やドイツ国内のみならず世界各国の名門オーケス
トラの首席奏者やトゥッティ奏者として活躍しています。

The 2004/05 Gewandhaus season saw the founding of the Mendelssohn-Orchesterakademie under the 
joint auspices of the Gewandhausorchester and the University of Music and Theatre "Felix Mendelssohn 
Bartholdy" Leipzig. The Orchestra Academy's creation has served to enhance the deep, long-standing 
bond between Germany's oldest conservatoire and the world's oldest civic orchestra, originally initiated 
by Felix Mendelssohn Bartholdy himself. !
The Academy represents a symbiosis of Leipzig's concert and educational institutions, the roots of which 
can be found in the establishment of the Konservatorium - the current University of Music and Theatre. 
Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy was founding father and the first Director of 
Studies of the conservatoire, members of the Directorate of the Gewandhaus sat on the Board of 
Governors of the conservatoire and, last but not least, professorial duties were undertaken primarily by 
principal players of the Gewandhausorchester - a tradition upheld to this day. !
The collaboration between these two flagship musical institutions was, then as now, fuelled by the jointly-
held objective to provide the most talented young musicians with the opportunities necessary to enable 
them to reach the standards expected by the most elite orchestras. In addition, prime objective has 
always been the propagation of the musical ideals and culture of playing of the Gewandhausorchester 
within the next generation of players. !
Membership of the Mendelssohn-Orchesterakademie is granted for a period of four semesters during 
which the young musicians gain intensive experience playing with the Orchestra in the Gewandhaus, the 
Leipzig Opera and St. Thomas's Church, as well as on concert tours worldwide. The musicians receive 
instrumental tuition from members of the Gewandhausorchester, as well as chamber music coaching from 
specialist professorial staff of the University. This, along with regular opportunity to perform in chamber 
concerts in the Gewandhaus, the University and the Mendelssohn-Haus, affords the Akademisten a 
broadly faceted education encompassing all aspects of life as a performing musician. !
Numerous graduates of the Mendelssohn-Orchesterakademie have since been appointed members of the 
Gewandhausorchester. Many other alumni can be found in principal and tutti positions in orchestras both 
in Germany and throughout the world.

プログラム 
Program


