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開演１4：００ （開場１3：3０）2018   1  7年 月 日

豊洲シビックセンターホール（5F）
アルページュ  070-5599-0936
E-mail ： info-arpege@image.ocn.ne.jp 　URL : http://arpege.sakura.ne.jp/

アルページュ

お問い合せ

主 催 ピアノフォルティ株式会社（Fazioli日本総代理店）後 援

Photo:Takashi Someya, Yasuko Furukawa (Background)

J.P.ラモー

鳥のさえずり
やさしい訴え
キクロペス(一眼巨人)

W.A.モーツァルト

デュポールのメヌエットによる
 9つの主題による変奏曲

F.ショパン

マズルカ 作品59-2
バラード 第１番  作品23　

山田耕筰

ピアノのための《からたちの花》

C.ドビュッシー

映像第２集

W.ペッテション ＝ ペリエル

組曲《フルースエーの花々》  より
R.シューマン作曲／F.リスト編曲

献呈 作品25-1
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古川泰子　プロフィール

武蔵野音楽大学器楽学部ピアノ科卒業。
同大学新人演奏会に出演。
東京文化会館推薦音楽会オーディション合格。
1990年よりソロリサイタルを開催。
2000年より16年にわたり
毎年、紀尾井ホールにてリサイタルを開催。
2000年、2002年に米国コロラドスプリングス、
エヴァンズヴィルにてユースシンフォニーオーケストラと
ベートーヴェンのピアノ協奏曲「皇帝」を共演し、
テキサス州、インディアナ州などでも
ソロリサイタルを開催している。
2004年5月にはブルネイ王国より、
国交樹立20周年記念式典に演奏者として招待される。
2005年、2度にわたり渡露し、St. Petersburg音楽院の
Prof.Vladimir Poliakovの教えを受ける。
2006年4月、米国（インディアナ州）Tri-State大学にて
演奏会を開き、地元紙などに取り上げられる。
2007年11月、中国（北京）中央音学院にて
ソロリサイタルを開催した。
2010年6月、
CD「古川泰子ピアノアルバムvol.1“IBUKI”」発売。

豊洲シビックセンターホール

東京メトロ 有楽町線 豊洲駅下車7番出口より徒歩1分
新交通ゆりかもめ 豊洲駅下車改札フロア直結

都バス利用　豊洲駅前下車 徒歩2分

電車利用
の場合

バス利用
の場合

豊洲
センター
ビル

至 ガスの科学館 至 枝川

至 東雲・湾岸道路

至 門前仲町

アーバンドック
ららぽーと豊洲
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出口

3番出口
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交番

晴
海
通
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洲
駅

ゆりかもめ
豊洲駅

豊洲シビック
センター（５F）

至 晴海・銀座

江東区豊洲2-2-18 豊洲シビックセンター5階
Tel: 03-3536-5061　http://www.kcf.or.jp/

業10 新橋⇔とうきょうスカイツリー駅前 ／ 海01 門前仲町⇔東京テレ
ポート駅前 ／ 門19 門前仲町⇔深川車庫前、東京ビックサイト ／ 東15 東
京駅八重洲口⇔深川車庫前 ／ 東16 東京駅八重洲口⇔東京ビッグサイト 
／ 錦13 錦糸町駅⇔晴海埠頭 ／ 錦13 折返 東陽町駅前⇔昭和大学江東
豊洲病院前 ／ 急行06 森下駅前⇔日本科学未来館（土・休日のみ）
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J.P.ラモー Jean-Philippe RAMEAU

鳥のさえずり Le Rappel des Oiseaux

やさしい訴え Les Tendres Plaintes

キクロペス(一眼巨人) Les Cyclopes

W.A.モーツァルト W. Amadeus MOZARD

デュポールのメヌエットによる9つの変奏曲  ニ長調
9 Variationen über ein Menuett von Duport D-Dur K.573

F.ショパン Frederic CHOPIN

マズルカ 作品59-2  変イ長調 Mazurka Op.59-2 As-Dur

バラード 第１番  作品23  ト短調 Ballade No.1 g-moll Op.23

山田耕筰 Kosaku YAMADA

ピアノのための《からたちの花》Karatachi no hana for piano solo

C.ドビュッシー Claude DEBUSSY

映像第２集 Images Ⅱ

　第１番 葉ずえを渡る鐘の音 No.1 Cloches à travers les Feuilles

　第２番 そして月は廃寺に落ちる
  No.2 Et la Lune descend sur le Temple qui fut

　第３番 金色の魚 No.3 Poissons d’Or

W.ペッテション ＝ ペリエル Wilhelm PETERSON-BERGER

組曲《フルースエーの花々》  第1集  作品16
Frösöblomster BookⅠ Op.16

　第4番 バラに寄す No.4 Till rösörno

　第7番 夕暮れに No.7 I skymningen

R.シューマン 作曲 ／ F.リスト 編曲 Robert SCHUMANN=Franz LISZT

献呈 作品25-1 Widmung Op.25-1/S.566
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