


ご来場の皆様へのお願い

会場内で新型コロナウイルスの感染が疑われ
る来場者が発生した場合、行政機関・保健所の
指導のもとに、主催者として、チケット購入者の
個人情報を収集し提供する必要があります。

ホール内の換気による外気と
の寒暖差が発生する場合が
ございますので、服装にご配
慮ください。ブランケットの
貸出はございません。

「ブラボー」等の掛け
声はご遠慮ください。

発熱や体調不良の
場合はご来場をお
控えください。

客席内ではマスクを
着用し、会話を控え、
自席で静かにお過ごし
ください。

マスクを着用の上ご来
場ください。手洗い・
手指の消毒にご協力
ください。

入退場時、トイレ等、
会場内での社会的
距離の確保をお願い
いたします。

入場時の検温に
ご協力ください。
（37.5度以上入場
不可）

桐朋女子高校音楽科在学中に第51回日本音楽コンクール
第１位を受賞。1986年第2回インディアナポリス国際ヴァイ
オリン・コンクールで圧倒的な優勝を飾る。これまで、ニュー
ヨーク・フィル、ボストン響、モントリオール響、ロンドン響、ライプ
ツィヒ･ゲヴァントハウス管、ロイヤル・コンセルトヘボウ管等と、
また、マズア、メータ、デュトワ、小澤征爾他、多くの名指揮者と
も世界の檜舞台で共演している。2011年にはフィルハーモニ
ア管のスペインツアー、2012年にはハンブルク北ドイツ放送
響の日本公演でソリストを務め、2014年には東京フィル100
周年記念ワールドツアーのソリストを務め、パリ、ロンドンなどで

高い評価を得た。2018-2019年シーズンは、デビュー30周
年を迎え各地でリサイタルを行い好評を得た。また、才能教育
研究会で学んだ経験を生かし、教育活動も行い、メニューイ
ン、ロン＝ティボーなど国際コンクールの審査員も数多く務め
る。また、アスペン、ルツェルンといった世界的な音楽祭にも出
演を重ね、最近では水戸室内管弦楽団、セイジ・オザワ松本
フェスティバル、別府アルゲリッチ音楽祭へも参加。協奏曲、
室内楽、リサイタル等、幅広く活躍を続けている。使用楽器
は、ストラディヴァリウス・ソサエティから貸与された1699年製
ストラディヴァリウス「レディ・テナント」。

仙台市生まれ。東京藝術大学、同大学院修士課程を経て、
ベルリン芸術大学においてパスカル・ドヴァイヨン氏に師事。
07年第3回仙台国際音楽コンクールにて第1位、および聴
衆賞、駐日フランス大使賞を受賞。11年ベルリン芸術大学を
最優秀の成績で卒業、その後ドイツ国家演奏家資格を取得。
同年ミュンヘン国際コンクール特別賞受賞。ソリストとして
ベルリン響、東京響、広島響、日本フィル、東京フィル、名古屋
フィル、仙台フィル、関西フィル、神奈川フィル、大響、ドイツ室内
管等と共演。日本各地でソロリサイタルを開催するほか、仙台

クラシックフェスティバル、武生国際音楽祭、木曽音楽祭など
に定期的に出演。CDも継続的にリリースしており、最新盤は
「ショパン：後期ピアノ作品集」（フォンテック）。室内楽活動に
も積極的で、多くの著名な音楽家と共演を重ねる。特に、白井
圭（vn）、門脇大樹（vc）とはトリオ・アコードを結成し、国内各
地で演奏。20年10月にはベートーヴェンを収録したトリオ初の
CDをリリースし、絶賛される。これまでに、パスカル・ドヴァイ
ヨン、ガブリエル・タッキーノ、ゴールドベルク山根美代子、角野
裕、渋谷るり子の各氏に師事。東京藝術大学准教授。

Kyoko Takezawa

Yuya Tsuda

竹澤 恭子Violin

津田 裕也Piano
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