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P r og r a m
シューベルト：4つの即興曲より 第3番 変ト長調 op.90-3, D899

シューマン：アラベスク ハ長調 op.18

プーランク：15の即興曲より第7番、
第12番
「シューベルトを讃えて」
第15番
「エディット・ピアフを讃えて」

ドビュッシー：2つのアラベスク

Schumann: Arabeske in C major, op.18

Schubert: Impromptu No.3 in G ﬂat major, op.90-3, D899

Poulenc: Improvisations No. 7 in C major, FP 63 / No. 12 in E Flat major, FP 113, "Hommage à Schubert" /
No. 15 in C minor, FP 176, "Hommage à Edith Piaf"

Debussy: Two Arabesques

リスト：ピア
ノ・ソナタ ロ短調 Ｓ１７８
Liszt: Piano Sonata in B minor, S178

ショパン：即興曲 第1番 変イ長調 op.29、第2番 嬰ヘ長調 op.36、第3番 変ト長調 op.51

幻想即興曲 嬰ハ長調 op.66

Chopin: Impromptu No.1 in A ﬂat major, op.29 / No.2 in F sharp major, op.36 / No.3 in G ﬂat major, op.51
Fantasie Impromptu in C sharp minor, op.66

三浦謙司さんは浜松でもパリにおいても、
私の印象に強く残る演奏を聴かせてくれました。
彼の音楽に対する真摯な態度や、
本選で演奏したショパンの２番のコンチェルトでは
繊細さの中に強い意思が感じられる演奏が、今も記憶に残っています。
皆さまも、
きっと彼の演奏を心から楽しんでくださることでしょう。
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7:00 PM 開演（6:15PM 開場）

（水）A ¥4,000

2021.

発 売日

2/21

B ¥3,000 （税込／全席指定）

芸術文化センターチケットオフィス

（日） http://www.gcenter-hyogo.jp

総裁

公益財団法人
アルゲリッチ芸術振興財団

マルタ・アルゲリッチ

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町2-22 阪急西宮北口駅南改札口スグ／JR西宮駅より徒歩15分（阪急バス7分）

☎ 0798-68-0255（ 10:00AM‒5:00PM

窓口での販売（残席がある場合）は 2/23（火）より

月曜休み ※祝日の場合翌日

）

主催：兵庫県、兵庫県立芸術文化センター
協力：公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団

〈チケットご購入のお客様へ お願い〉新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします。

※芸術文化センターでの販売は、
来場者情報把握のため、
先行予約会員に登録いただける方に限定させていただきます。
チケットのご購入はお一人様２枚までとさせていただきます。※入場者数を制限して販売する
場合があります。※37.5℃以上の発熱がある方は入場をお断りさせていただきます。※マスクを着用されない方はご入場いただけません
（マウスシールド不可）
。※感染の再拡大等により、
公演の中止や、
出演者、
公演
内容、
座席配置等が変更となる場合がございます。※未就学児童のご入場はご遠慮ください。 ご来場前にウェブサイト掲載の
〈当センターをご利用のお客様へ〉
をご確認いただきますようお願いします▶
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2019年11月、嬉しいニュースが日本中を駆け巡った。
フランスで開催された伝統あるロン・ティボー・クレスパン国際コンクールで、
1位、2位を日本人の青年―三浦謙司と務川慧悟が独占したのだ。
長らく第1位該当者が出なかった本コンクールのピアノ部門での優勝者は、
2007年の田村響以来のこと。
その座を勝ちとった三浦謙司の才能には、
審査委員長を務めたマルタ・アルゲリッチも惜しみない称賛を贈った。
三浦謙司は1993年、神戸市生まれ。
13歳で入学した英国の音楽学校を経て、名門ベルリン芸術大学に進むも、1年で中退。
音楽家にとって重要な時期である20歳前後に、音楽と真摯に向き合うために、
敢えてピアノから離れるこという驚きの決断を下したのだ。
その後ベルリンのハンス・アイスラー音楽大学で学びなおすまでの1年以上、
日本で音楽とはかけ離れた仕事をして生活したという。
そうした模索と決意の上に、彼の芸術家としてのアイデンティティが一層確固たるものとされている。
今回演奏するのは、
コンクール決勝での協奏曲が絶賛されたショパンなど
様々な作曲家の流れるような即興曲とアラベスク、
そしてリストの大曲ピアノ・ソナタ…
本人が考えに考え抜いたという、
とっておきのプログラム。
繊細で美しい若き音色をじっくりと味わいたい。
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三浦謙司［ピアノ］

Kenji Miura, Piano

2019年11月、
アルゲリッチが審査員長を務めたロン・ティボー・クレスパン国際コンクールで優勝及び３
つの特別賞を獲得、
新たな才能としてその名を世界に知られることになる。
これまでに第４回マンハッタン
国際音楽コンクール金賞受賞、
第１回Shigeru Kawai国際ピアノコンクール優勝、
2017年スタインウェイコ
ンクールベルリン第１位をそれぞれ獲得。
第９回浜松国際ピアノコンクールで奨励賞及びにAAF賞を受賞。
ロンドン ウィグモアホール、
ベルリン コンツェルトハウス、
パリ ラジオ・フランス大ホール、
浜松アクトシティ
の他モスクワ国際音楽の家、
東京文化会館、
浜離宮朝日ホールなど世界中の数々の会場に招かれる。
これまでにフランス国立管弦楽団などと共演。
ウラジミール・スピヴァコフ率いるロシア・ナショナル・フィル
ハーモニー管弦楽団、
新日本フィルハーモニー交響楽団、
関西フィルハーモニー管弦楽団、
広島交響楽団
などとの共演が予定されている。
ルール・ピアノ・フェスティバル、
リヨン・ショパン・フェスティバル、
ニューヨー
ク国際鍵盤楽器フェスティバル、
ディナール国際音楽祭、
ヴィリニュス・ピアノ・フェスティバル、
別府アルゲリッ
チ音楽祭など世界各地のフェスティバルなどから招きを受ける。
1993年、
神戸で生まれ、
4歳から自分の意思でピアノを始める。
13歳で英国政府主宰の音楽とダンス専
門教育のための奨学金を獲得、
単独渡英しロンドン パーセル・スクールに入学。
ロシャン・マガブ及びウィリ
アム・フォンの各氏のもとでピアノを学ぶ。2011年、
ロンドン王立音楽アカデミー、
ベルリン芸術大学、
カー
ティス音楽院を受験、
すべて合格、
ベルリン芸術大学に入学を決意し、
クラウス・ヘルヴィヒ氏に師事、
研鑽
を積む。
2012年夏、
ベルリン芸術大学を中退、
音楽の世界から一度離れることを決心。
日本で様々な仕事
をしながらボランティア活動にも参加。
2014年4月、
ベルリン ハンス・アイスラー音楽大学に入学、
エルダー・
ネボルシン氏に師事。
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