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8/8 ANNEX HITOMI′す、一)レ

□開場 18:50/開演 19i00

ロチケ ット : ¥2500(一般)/¥2000(学生)

□後援 :愛知県立芸術大学音楽学部同窓会
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M ako Kodama 昨年秋からドレスデンで学び始めて、 もうす ぐ 1年。

新たな環境、素敵な人達や沢山の心 ときめく音楽 との出会い。

音 と向 き合い、探 し、時にもがき迷 う日々に、かけがえの

ない幸せ を感 じています。

今自分の持てる全ての音を使 って、皆様にいくつかの物語 を

お届 けできれば嬉 しく思います。
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ピアノリサイタル
Piano Recital

岐阜県各務原市出身。

名古屋市立菊里高校音楽科、愛知県立

′

第 26回江南ピアノコンクール E

シック音楽コンクール高校女子
墓

併せて中日新聞社賞、第 16回大

洋楽部会推薦リサイ痺ルシリ

2018年岐阜市にてリサイ

また 2台 ピアノで第 31

エスポワール賞等を受賞。第 48回愛知県立芸術大学定期演奏会

に出演 し、2016年には名古屋市にてデュオ・リサイタルを行った。

これまでに、 ドイツにて第 15回 ムルハル ト国際 ピアノアカデ

ミー、第 3回エ ミールギレジス記念国際ピアノフェスティバル、

鹿児島にて第 35回霧島国際音楽祭マスタークラスに参加 し

ジョン・ベ リー、ゲラル ド・ フアウ ト、ロバー ト・レヴィン、

ドミトリー・バシキロフ、エ リソ・ヴィルサラーゼ ら各氏のレッ

スンを受けてきた。

2018年秋よリドイツ・ ドレスデン音楽大学ピアノ科修士課程に

在学中。 これまでに丼深阿佐子、國井真美、上野栄美子、坂井

千春、小坂圭太、北住淳の各氏に師事、現在はピア・カイザー氏

に日下事。
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Mako Kodama Piano Recital

■JRで お越 しの場合

千種駅地下改fL口方面、5醤 出日より徒歩4分

■地 下鉄 でお越 しの場 合

東山報:千 種歌5番 出口より、徒歩約4分 言

桜追崇:車 道駅4番 出口出てすく左折.徒歩て約7分

Te11 052-935-0918 9 ◎
|メ ニコンは禁垣1-動 を推進しています
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ヨーロッパの高級ヴァイオリンの輸入販売。 をヽ、 Jレ ト


