
J:COM ホルトホール大分 1F 小ホール

4月28日(土)開演 14:00（開場 13:30）

HorutoHall OITA

◆問合せ◆J:COM ホルトホール大分 総合事務室 ☎097-576-8877

後援：大分合同新聞社・OBS大分放送・TOSテレビ大分・OAB大分朝日放送・J:COM 大分ケーブルテレコム・エフエム大分

主催：J:COM ホルトホール大分

入場無料

ホルト季節のプログラム vol.1 新緑コンサート

フルートの名手ジュゼッペ ・ ノヴァが奏でるオペラの幻想
～イタリアの風にのって～

武蔵野音楽大学大学院修了。ロベルト・シューマン・デュッセルドルフ音楽大学で国家演奏家資格を
取得して卒業。第 4回アルゲリッチ音楽祭大分県出身若手演奏会コンサートに出演。american 
protege international internet competition2012 に入賞し、カーネギーホールにて演奏会に出演。第
21回 IBLA GRAND PRIZE(イタリア)において最優秀賞、併せてラヴェル特別賞を受賞等多数のコンクー
ルにおいて受賞歴を持つ。2015 年第 4回 Evmelia international Music Festival（ギリシャ）、2016 年
第 13 回 Alba Music Festival（イタリア）に招待を受け出演。2015 年よりピティナ公開録音演奏会に
出演。2016 年、カワイ表参道において日本ショパン協会主催パウゼシリーズに出演し、ヒナステラ
イヤーとオリンピックイヤーのテーマのプログラムが好評を博す。2017 年にはタイで開催された第 4
回ショパンピアノコンクールの審査員としても招かれ、演奏会やマスタークラスを開催し指導者とし
ても国内外で活躍。2018 年は、東京での南麻布セントレホールランチタイムコンサートを皮切りに、
日本ショパン協会関西支部推薦コンサート、名古屋の宗次ホールのランチタイムコンサート、スタイ
ンウェイ＆サンズ神戸のマンスリーシリーズなど、多数の演奏会が予定されている。現代作曲家の演
奏にも積極的で、日本初演を多く行っている。コウベレックスより CD「水の戯れ」を発売中。
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～フルート特別公開レッスン～ 　

コンサートの後には、 ジュゼッペ氏による

公開レッスンを行います。

　フルート奏者としてご活躍の藤田圭子氏

（大分）、 的場郁子氏 （福岡） を受講

生としてお招きします。

　ぜひ奮ってご観覧ください。

※ご参加には入場券が必要です。

※先着 202 名（対象４歳以上）

ホルとも会員
優先入場あり

　今回で 5 年目となる新緑コンサート。 新緑を彩るにふさわしい爽やかな音色を、 イタリアからフルートの名手
ジュゼッペ ・ ノヴァと、 国内外で活躍するピアノ奏者の土師さおりがお贈りします。
　コンサートの後にはジュゼッペ氏によるフルート公開レッスンのコーナーもございます。 是非お越しください。

会場

　　　　　　　　　　　          　「オペラと幻想」　　　　　 

ロンド　ニ長調　K373　　　　　　　　

アンダンテ　ハ長調 K315         ヴォルフガング ・ アマデウス ・ モーツァルト

ソナタ　ハ長調　●ラルゴーアレグロ　　　　　　　　　　 ガエタノ ・ ドニゼッティ

ソナタ　●アレグロ ・ メランコリー

          ●カンティレーナ

　　　　  ●プレスト ・ ジョコーソ                           フランシス ・ プーランク

リゴレット幻想曲 Op.３３５       ウィルヘルム ・ ポップ / ジュゼッペ ・ヴェルディ 

タイスの瞑想曲                                                    ジュール ・ マスネ 

ハンガリー田園幻想曲作品２６                          　  フランツ ・ ドップラー

オペラ 「カルメン」 よりハバネラの主題による変奏曲     ジョルジュ ・ ビゼー

　　　　　　　　　　　        「オペラと幻想」　　　　　 

ヴォルフガング ・ アマデウス ・ モーツァルト

ガエタノ ・ ドニゼッティ

フランシス ・ プーランク

ウィルヘルム ・ ポップ - ジュゼッペ ・ヴェルディ

ジュール ・ マスネ

フランツ ・ ドップラー

ジョルジュ ・ ビゼー

ロンド　ニ長調 K373

アンダンテ　ハ長調 K315

ソナタ　ハ長調

ソナタ

リゴレット幻想曲 Op.335

タイスの瞑想曲

ハンガリー田園幻想曲作品 26

オペラ 「カルメン」 よりハバネラの主題による変奏曲

土師さおり （ピアノ）

「オペラと幻想」

ヴォルフガング ・ アマデウス ・ モーツァルト ： ロンド　ニ長調 K.Anh.184

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンダンテ　ハ長調 K315

ガエターノ ・ ドニゼッティ ： ソナタ　ハ長調

フランシス ・ プーランク ： ソナタ

ウィルヘルム ・ ポップ - ジュゼッペ ・ヴェルディ ： リゴレット幻想曲 Op.335

ジュール ・ マスネ ： タイスの瞑想曲

フランツ ・ ドップラー ： ハンガリー田園幻想曲作品 26

ジョルジュ ・ ビゼー ： オペラ 「カルメン」 よりハバネラの主題による変奏曲

ロンド　ニ長調 K373

アンダンテ　ハ長調 K315

ソナタ　ハ長調

ソナタ

リゴレット幻想曲 Op.335

タイスの瞑想曲

ハンガリー田園幻想曲作品 26

オペラ 「カルメン」 よりハバネラの主題による変奏曲

ジュゼッペ ・ ノヴァ （フルート）

ホルとも会員
優先入場あり

※今回の優先入場は、開場
時間の15分前（13時15分）
までにお集まり下さい。
以降は一般の列への整列と
なりますのでご注意下さい。

※駐車場に限りがございます。公共交通機関をご利用下さい。
※館内に有料託児施設がございます。  駅南キッズステーションにゃ～ご ℡.097-576-8885

イタリア屈指のフルート奏者ジュゼッペ・ノヴァ。1982 年にトリノのジュゼッペ・ヴェルディ
音楽院を卒業し、同年の若手音楽家のためのコンクールにて優勝。
イタリア・ラジオ放送交響楽団のソリストとしてデビュー。リヨン国際コンテストで優勝。　
世界的に有名なフルート奏者であるマクサンス・ラリューに 4年間師事。　　　　
The Diplome National d’ Etudes Superieures Musicales の受賞歴がある。これまでに、マク
サンス・ラリュー、ブルーノ・カニーノ、アラン・マリオン、カトリン・フィンチ、ルチアー
ナ・セッラ、クラウディ・アリマニーなどのアーティストのほか、複数のオーケストラと協演。
イタリア国内の音楽コンクールの審査員や教師としてもキャリアを重ねている。
現在、ローマ国際芸術アカデミーとアオスタ音楽院で教鞭もとっている。ジュネーヴ音楽院
でマクサンス・ラリューのアシスタントやコブレンツ音楽週間（ドイツ）でのマスタークラ
スを務める。
ヤマハが彼のために作った金のフルートを使用している。イタリア＆アメリカ・フェスティ
ヴァル ( アルバ音楽祭）を創設し、その芸術ディレクターを務め、『フルート・トラヴェルソ』
（イタリア、EDT エディション）という書籍の「20 世紀末に台頭したフルート奏者…国際的
に活躍するソリスト」に掲載されている。ヨーロッパの国々、日本をはじめとするアジア諸
でのツアーも行っている。

プロフィール

ジュゼッペ ・ ノヴァ (Giuseppe Nova)

土師さおり (haji saori)
武蔵野音楽大学大学院修了。デトモルト音楽大学を首席で卒業。ロベルトシューマン・デュッ
セルドルフ音楽大学を国家演奏家資格を取得して卒業。
アルゲリッチ音楽祭新人演奏会、エヴメリア音楽祭 ( ギリシャ）、アルバ音楽祭 ( イタリア）、
日本ショパン協会パウゼシリーズ ( 東京）に出演。2012 年カーネギーホールにて演奏。
ピティナ公開録音演奏会、南麻布セントレホール（東京）、宗次ホール（名古屋）でのソロリ
サイタル他、海外アーティストとの共演など多岐に渡り国内外で活躍している。大阪音楽大
学附属音楽院講師。コウベレックスより CD「水の戯れ」を好評発売中。
土師さおりホームページ（https://saorihaji.wixsite.com/pianomusic）

※会場内の席には限りがございます。当日ご自身以外の席に荷物を置くなどして確保するのは、
　他のお客様のご迷惑となりますのでお控え下さい。

文化庁文化芸術振興費補助金 ( 劇場・音楽堂等機能強化推進事業 )｜独立行政法人日本芸術文化振興会


