
Profile
青柳いづみこ ( ピアニスト ・ 文筆家 )

　安川加壽子、 ピエール ・ バルビゼの各氏に師事。 マルセイユ音楽院首席卒業。 東京芸術大学大学院博士課程修了。

平成元年度文化庁芸術祭賞。 演奏と執筆を両立させる希有な存在として注目を集め、 著作は 30 点、 CD は 20 枚を数える。

そのうち 17 枚の CD が 『レコード芸術』 誌で特選盤となるほか、 師安川加壽子の評伝 『翼のはえた指』 ( 白水社 ) で第 9 回吉田秀和

賞、 『6 本指のゴルトベルク』 ( 中公文庫 ) で第 25 回講談社エッセイ賞、 CD 『ロマンティック ・ ドビュッシー』 ( カメラータ ) でミュージックク

ラブ音楽賞。 2020 年、 浜離宮朝日ホールにて演奏生活 40 周年記念コンサートを開催。 ラ ・ フォルジュルネ音楽祭、 東京 ・ 春 ・ 音楽

祭等にも出演。 近刊に 『高橋悠治という怪物』 ( 河出書房新社 )、 『ドビュッシー最後の 1 年』 ( 中央公論新社 )、 『阿佐ヶ谷アタリデ

大ザケノンダ』 ( 平凡社 )。 最近のアルバムに 『春の祭典とペトルーシュカ』 (R-resonance)、 『海』 (ottava)、 『ドビュッシーの夢』 『六人組

誕生！』 『物語』 ( 以上、 コジマ録音 ) など。 2021 年 11 月には、 『花の物語、 花の音楽』 で書籍と CD の同時刊行が予定されてい

る。 日本演奏連盟理事、 日本ショパン協会理事。 大阪音楽大学名誉教授、 神戸女学院大学講師。 養父市文化会館芸術監督。

オフィシャル HP https://ondine-i.net/ / 公式 Facebook ページ https://www.facebook.com/aoyagi.izumiko

チケット裏面の

・ その他新型コロナウィルス感染症拡大防止対策にご協力ください。

感染拡大状況によっては

公演を中止 ・延期する場合があります。

　現代音楽レクチャーシリーズ「舞踊と20世紀音楽」

バレエ・リュス（ロシアバレエ団）は1909年から1929年にかけての20年間パリを中心に活動し、20世紀初頭の芸術を牽引しました。そのバレエ・リュスを率

いたのはロシア出身のプロデューサー、セルゲイ・ディアギレフ。彼の委嘱によって、ストラヴィンスキー「火の鳥」（1910）、「春の祭典」（1913）、ラヴェル「ダ

フニスとクロエ」（1912）ドビュッシー「遊戯」（1913）、サティ「パラード」等、20世紀音楽の名曲の数々が誕生しました。

　本コンサートは20世紀音楽の幕開けを彩った名曲を迫力の2台ピアノで鑑賞し、演奏のみならず、文筆家・ドビュッシー研究の第一人者でもある青柳

いづみこ氏とバレエ・リュス研究で著名な舞踊評論家の鈴木晶氏の対談により、舞踊と20世紀音楽の関係性や創作に関わった芸術家たちの背景な

どを、紐解いていきます。バレエファン・２0世紀音楽愛好家、必聴のプログラムです。

瀬川裕美子 （ピアニスト）

　国立音楽大学附属幼稚園から、 小、 中、 高等学校を経て国立音楽大学鍵盤楽器ピアノ専修を首席で、 同科ソリストコースを最優

秀で卒業。 在学中に岡田賞を 2 度受賞。 第 7 回ショパン国際ピアノコンクール IN ASIA 大学生部門金賞受賞等。

2013 年より定期的にリサイタルを主にトッパンホールにてバッハから邦人委嘱作品まで、 コンセプチュアルなプログラムで 8 回開催。

最近は画家パウル ・ クレーの作品、 造形思考を下地に音楽思考と結びつけながらどう生の音響空間を共有できるのか実験的な試み

をしている。 2020 年秋に開催した Boulez ピアノソナタ全曲 ×Beethoven: バガテル op.126 のリサイタルは、 同時発売の CD と共に朝

日新聞や日本経済新聞でも公演評等が掲載された。 これまで CD5 枚をリリースし 「レコード芸術」 誌 特選盤、 「音楽現代」 誌 推薦

盤をはじめ、 「MUSIC BIRD」 等多数のメディアで好評を得る。 アンサンブル活動に加え、 故礒山雅氏と 《バッハ ： ゴルトベルク変奏

曲》 レクチャーコンサート他、 音楽と他分野の芸術と連関させた独自のレクチャーも展開。 2022 年 3 月に東京オペラシティ 「B→C」

に出演予定。 http://www.yumikosegawa.com/

鈴木　晶 （舞踊評論家）

　法政大学名誉教授、 早稲田大学大学院客員教授、 舞踊評論家。

1952 年東京生まれ、 母が教えていた日本舞踊を見ながら育つ。 東京大学文学部露文学科卒。

専門はバレエ史、 精神分析学。 著書に 『ニジンスキー　神の道化』 『バレエ誕生』 『オペラ座の迷宮』 『バレリーナの肖像』 他多数。

編著書に 『バレエとダンスの歴史　西洋劇場舞踊史』。 訳書に 『完全版　ニジンスキーの手記』、 スヘイエン 『ディアギレフ　芸術に捧

げた生涯』、 ゲイ 『フロイト』、 フロム 『愛するということ』、 キューブラー ・ ロス 『死ぬ瞬間』 他多数。

監訳書に 『オックスフォード　バレエ＆ダンス事典』。
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♪東京メトロ東西線 「浦安駅」 より

　→東京ベイシティ交通 6番系統 「市役所線」

　　もしくは 26 番系統 「弁天 ・市役所線」 「市役所前下車」

　→浦安市コミュニティバス 「おさんぽバス」 医療センター線

　　「文化会館」 または 「浦安市役所」

♪ＪＲ京葉線 「新浦安駅」 より

　→浦安市コミュニティバス 「おさんぽバス」

　　 ・ 「医療センター線」 にて 「浦安市役所」 ・ 「文化会館」

　　 ・ 「じゅんかん線 ・つつじルート」 「舞浜線」 にて

「浦安市役所」 で下車

浦安市文化会館の専用駐車場はございません。

ご来館の際は、 公共交通機関をご利用ください。

～浦安市文化会館までのアクセス～


