
東京藝術大学

絵画募集について

15：00開演 （14：30開場、 16：40終演予定）

※スケジュール、曲目、出演者等は都合により変更になる場合もあります。

「花」「かなりや」「椰子の実」

稲村なおこ（司会・歌）、眞理ヨシコ（歌）、河野春美（ピアノ）
鈴木江美（ソプラノ）、河野陽介（バリトン）ほか 東京藝術大学音楽部学生・卒業生　
台東区上野の森ジュニア合唱団  ほか

〈 演 奏 予 定 曲 目 〉 

〈 入 場 料 〉 

ほか

ほか

ほか
〈 出  演 〉 

♦おじいちゃん、おばあちゃん世代の歌

「里の秋」「いぬのおまわりさん」
「ひょっこりひょうたん島」

♦おとうさん、おかあさん世代の歌

「ビリーヴ」「マル・マル・モリ・モリ」
「花は咲く」

♦現役世代の子どもたちの歌

三世代のきずな

2013

〈 チケット取り扱い〉

http://www.t-bunka.jp/ticket/03-5685-0650● 東京文化会館チケットサービス

※一部携帯電話・PHS・IP電話はご利用いただくことができません。
http://t.pia.jp/0570-02-9999 （Pコード　196-732）● チケットぴあ

050-5525-2102● 藝大アートプラザ

http://eplus.jp/● イープラス（e+） 

03-5355-1280 http://ticket.votre.co.jp/● ヴォートル・チケットセンター

〈お問い合わせ〉東京藝術大学演奏藝術センター
東京藝術大学ホームページ

050-5525-2300
http://www.geidai.ac.jp/

台東区立富士小学校　森　優季 「祖母」

台東区立忍岡小学校　嶋崎佑紀 「弟 2人と自分」

台東区立忍岡小学校　佐藤　駿

佳 作 5点

台東区立谷中小学校　浅田唯我

台東区立千束小学校　竹田ダーレックス 「ぼくの弟」

第１ホール

第１ホール、第２ホール
奏楽堂（大学構内）

東京藝術大学奏楽堂（大学構内） 10：30スタート

10：30～17：00

17：00クローズ

（ただし3歳未満のお子さんは入場をご遠慮ください）

高校生以上  1,000 円　
小・中学生     500 円
未 就 学 児　　　無料
　

全席
自由

あの唄 この歌
 

三世
代コンサート

ぼくのうた今年応募があった
小学校（いずれも台東区立）は

次のとおりです。

上野小学校　　　平成小学校　　　
根岸小学校　　　東泉小学校　　　
忍岡小学校　　　谷中小学校　
金曽木小学校　　大正小学校　　　
浅草小学校　　　台東育英小学校　　　
蔵前小学校　　   富士小学校
松葉小学校　　　千束小学校　　　
田原小学校　　　　

2013年

7月6日（土）
2013年7月6日（土）

奏楽堂
「三世代コンサート」を

除き

入場無料

2013

主　催／
東京藝術大学演奏藝術センター
東京藝術大学音楽学部　
協　力／
台東区教育委員会

三世代のきずな

東京藝術大学演奏藝術センター企画
藝大フレンズ賛助金助成事業

藝大プロジェクト「消える昭和～その時、世界は？」関連企画

【最優秀賞】田﨑穂香（台東区立谷中小学校）　

【優秀賞】江本拓未（台東区立谷中小学校）　

「藝大とあそぼう」では毎年、台東区立の小学校5年生

（現6年生）に呼びかけて、ポスター・チラシの原画を募

集しています。今年は「家族の肖像」をテーマに人物画

を募集しました。応募総数467点の中から本学美術学

部の先生方の選考により、谷中小学校の田﨑穂香さん

の作品（表紙）が最優秀賞に選ばれました。ここに掲載

している作品は、佳作として選ばれたものです。

「家族の肖像」 絵画展

奏 楽 堂

（15：00開演、要入場料）

三世代コンサート

「あの唄 この歌 
ぼくのうた」

【交 通 案 内】
　

＊駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

京成線上野駅、東京メトロ日比谷線上野駅・銀座線上野駅より

JR上野駅（公園口）・鶯谷駅（南口）、東京メトロ千代田線根津駅より 徒歩10分
徒歩15分

【所　在　地】
　【お問い合わせ】

東京都台東区上野公園12-8　〒110-8714 

東京藝術大学演奏藝術センター　
050-5525-2300 http://www.geidai.ac.jp/

台東区循環バス「東西めぐりん」
上野駅・上野公園から（東京芸術大学経由） 東京芸術大学下車［30分間隔］　5-12

昭和のあそび広場

「家族の肖像」
絵画展

＆

第１ホール

（ナビゲーター：山口とも）

チャレンジ広場

創作打楽器製作

第２ホール

ただし「ワークショップ」は
参加費500円が必要です

（事前申し込み制、詳しくは中面）

藝大21



第2ホール

10：30～ 17：00

昭和の

♦楽しめる遊び

　ベーゴマやメンコなど昭和の子どもたちが夢中になっ
たレトロな遊び道具を用意。おとうさん、おじいちゃん
が「昔とった杵柄」を子どもや孫たちに自慢するチャン
スです。自転車に乗った昔懐かしい紙芝居屋さんも登場。
　また毎年恒例の台東区の小学生が、チラシ・ポスター
のために描いた絵もすべて展示します。

♦チャレンジタイム（予定）

♦昔懐かしい紙芝居（大道芸能家 源吾朗）

ベーゴマ、メンコ、けん玉、フラフープ、竹馬etc.

11：30～　13：30～　15：30～
（各回 30分、13：30の回のみ奏楽堂前）

※遊びの内容は都合により変更になる場合もありますのでご了承ください

第1ホール

出入り自由
入場無料

　打楽器作りにチャレンジしてみませんか？　ペット
ボトルを利用した「ペッカー」という楽器を作って
いただきます。本格的にトライしたい人は、ワーク
ショップ（事前申し込み制・参加費 500 円）に参
加すれば、さらにいろいろな楽器作りにチャレンジ
できますよ。ワークショップの見学は自由です。

10：30～ 17：00
チャレンジ広場

※「廃品打楽器ワークショップ」を除く

入場無料

出入り自由

往復ハガキ表面 往復ハガキ裏面

【 返　信 】【 往　信 】 【 返　信 】 【 往　信 】

申し込み者の
郵便番号
住所・氏名

この面には
何も書かないこと

　往復ハガキに住所・氏名・学
年・連絡先（電話番号・Eメール
アドレス）を明記の上、右記の
宛先までお申し込みください。
締め切り6月17日（月）必着。定
員は20組で、応募者多数の場
合は抽選といたします。返信ハ
ガキの発送は6月21日（金）の
予定です。

①住所
②氏名（参加者全員）
③お子さんの学年
④電話番号
⑤Eメールアドレス

廃品打楽器
ともともの事前申し込み制

　物にはすべて音があります。家にある身のまわりの不要なものを、皆さんのア
イデアで素敵な打楽器に変身させてみませんか？ガラクタに命を吹き込む打楽器
奏者・山口ともさんが皆さんのお手伝いをします。

10：30～13：00　打楽器製作＆演奏
14：00～15：30　奏楽堂コンサート参加

（1）廃品を利用したオリジナル打楽器の製作。製作時間は約 2時間です。

（2）最低でもひとり１個（従って親子で 2個）の楽器を製作していただきます。
　　時間内であればいくつ作っても構いません。

（1）必ず親子、あるいは祖父母と孫で参加してください。対象は小学生以上です。

（2）ただし兄弟姉妹は保護者一人につき２名まで参加可能です。

スチロール製トロ箱と木片、金属片等を
 使った鍵盤打楽器

etc.

親子一組につき 500 円、
3人で参加の場合も追加費用はいただきません。

　材料は用意していますが、家から楽器になりそうな不要品
をひとつ持ってきてくださると、オンリーワンのオリジナル
楽器が作れます。工具などはこちらで準備します。

はい　 　ひん　　だ　　　がっ　　　き

〈お問い合わせ〉東京藝術大学演奏藝術センター教員室 TEL 050-5525-2465

ワークショップ

 台東区上野公園 12-8　
東京藝術大学
演奏藝術センター　

「廃品打楽器
 ワークショップ」係

藝大とあそぼう2013

〒110- 8714

山口ともさんプロフィール
祖父は「かわいい魚屋さん」などの童謡の作曲家、山口保治さん。そして父は新日本フィ
ルのティンパニー名誉首席奏者、山口浩一さんという音楽一家に生まれる。95 年に
音楽劇「銀河鉄道の夜」の音楽を担当したことから、さまざまな廃品を利用したオリ
ジナル楽器の創作を始める。「音楽＝音を楽しむこと」をモットーに、あらゆる年齢
層が楽しめる「廃品打楽器パフォーマンス」やワークショップを全国各地で開催。

東京藝術大学
音楽学部構内

MAP

（3）最後に作った楽器で演奏していただきます。
　　また、希望者は同日15時から開かれるコンサートで、アンサンブル演奏に
      参加することができます。
　

作れる楽器
きん

なんでも琴

紙筒カズー
サランラップ等の芯とセロハンで作る
管楽器

あそび広場

2013

三世代のきずな

大人、子どもを問わずどなたでも参加できます。
開始時間 10分前までに集合してください。

12：00～　耐久フラフープレース
14：00～　ベーゴマ勝ち抜き合戦

けん玉　級・段位認定試験
16：00～　竹馬リレー（屋外）※雨天中止

親子
でチャレンジ！！

ワークショップ内容

参 加 資 格

参 加 費 材料について

申し込み方法

第1ホール
第2ホール

音楽学部１号館

音楽学部２号館

奏 楽 堂

不忍荘

保健管理
センター

キャッスル
食堂

音楽学部３号館

音楽学部 5 号館

インフォメーション
附属音楽
高等学校

事務局
管理棟

竹馬リレー
集合場所

竹馬リレーコース正
門

奏楽堂ホール

WC

WC

WC

WC

お手洗い

入り口

音楽学部練習ホール館音楽学部練習ホール館

WC

神出鬼没！
アナログノイズ集団《Picnic Trio》
学生ユニット《エレファンツ》による
パフォーマンス「すなばぶる」他

工事中につき
立ち入り禁止

「昭和のあそび道具」
手づくりワークショップ

音楽
環境
創造科プレゼンツ　

　スペ
シャル企画
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