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クラシック・ヨコハマでは、各会場に応じた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策（来場者間の距離確保、会場の
消毒、会場のこまめな空気の入れ替え等）を実施します。ご鑑賞いただく皆様にも、下記のご協力をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、各コンサートを中止する場合もあります。中止の場合は、
随時、下記のクラシック・ヨコハマのホームページに掲載します。
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第76回 全日本学生音楽コンクール
全国大会 in 横浜

全日本学生音楽コンクール全国大会（毎日新聞社主催、横浜市共催、通称学コン）は、国内最高峰の学生音楽コンクールです。
このコンクールで優秀な成績を収めた若きアーティストたちは、国内外で活躍しています。
またピアノ、バイオリン、フルート、チェロ、声楽の全５部門において、聴衆賞『横浜市民賞』を贈ります。

鈴木 義了（フルート部門高校の部第1位）

朴 沙彩
（ピアノ部門中学校の部第1位）

  K.MIURA
山根 一仁

（バイオリン）

    hiromasa
藤木 大地（カウンターテナー）

富樫 音葉（2021年バイオリン部門小学校の部第1位）

    Orie Miyajima
鈴木 大介（ギター）

務川 慧悟
（ピアノ）

曽我 大介
（指揮）

昨年の様子

昨年の様子

「スペシャル・セレクション」は、コンサートホールを舞台にお贈りする、本格的なコンサートシリーズです。前年の
学コン1位者がそろい、その妙技を披露する「1位入賞者によるコンサート」では、1位という栄冠を手にしたデビュタント
たちが、コンクールから約1年後、更に磨きをかけた演奏を届けてくれます。またその年の1位入賞者がプロオーケストラ
と共演する「生きる～若い命を支えるコンサート」は、豪華ゲストも出演する本格的なオーケストラ公演です。

スペシャル・セレクション

第201回毎日ゾリステン

藤木 大地 カウンターテナー・リサイタル
第75回 全日本学生音楽コンクール

1位入賞者によるコンサート

～2023  New Year  若い命を支えるコンサート
生きる

昨年度、全国1位に輝いた入賞者によるコンサートです。
1位入賞者が、入賞後1年の成長を披露。あふれる才能と
個性きらめく演奏を是非ご覧ください。

毎日新聞社が1996年から展開している、小児がんと闘う子どもたちを支援
するキャンペーン「生きる」のコンサートです。今年はピアニストの務川慧悟
さんとバイオリニストの山根一仁さん、指揮者の曽我大介さんが出演。全日本
学生音楽コンクールの1位入賞者のみずみずしい演奏もお届けします。

毎日新聞社が、優れた演奏家を支援するために1963年から開催
し続け、新進、中堅、大家を問わず錚々たる演奏家が出演している
本格的なコンサートです。今回は、バロックからコンテンポラリー
まで幅広いレパートリーで活動を展開し、国際的なアーティストの
ひとりであるカウンターテナーの藤木大地さんとクラシックギターの
名手・鈴木大介さんが出演します。

第76回全日本学生音楽コンクール全国大会 in横浜
における「聴衆賞」です。
才能あふれる若手演奏家たちの演奏から、自分自身の
感性で「もっとも感動した演奏」に投票いただきます。

応募方法等の詳細については、横浜市HP「クラシック・ヨコ
ハマ2022」または区役所広報相談係のチラシをご覧ください。

クラシック・ヨコハマ  オープニングコンサート

クラシック・ヨコハマ  クロージングコンサート
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国内最高峰の学生音楽コンクールである「全日本学生音楽コンクール」の全国大会が、
2007年（第61回）から横浜で固定開催となりました。これを契機に始まったのが、
デビューしたばかりの若手演奏家（デビュタント）を応援する音楽イベント「クラ
シック・ヨコハマ」です。横浜市内の音楽団体、ミュージアム、サロン、大学、
福祉施設等の協力のもと、デビュタントが輝き、躍動する場となること、また、
皆さまにとって良質なクラシック音楽の身近な鑑賞機会となることを目的に、多様な
コンサートを開催しています。最高レベルのデビュタントが集う横浜ならではの
コンサートシリーズを存分に堪能してください。

♪クラシック・ヨコハマとは

サロンコンサート vol.1

池田コンサートサロン・白楽シルクサロン、岩崎ミュージアム、馬の博物館、認定NPO法人STスポット横浜、音楽サロンAria、神奈川県民ホール、神奈川県立音楽堂、神奈川県立
歴史博物館、（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団、慶應義塾大学日吉音楽学研究室、Sala MASAKA、三溪園、シルク博物館、そごう美術館、フェリス女学院大学音楽学部、
毎日新聞社事業本部、（一社）ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン、横浜医療福祉センター港南、NPO法人横浜音楽協会、よこはま音楽広場実行委員会、横浜交響楽団、
（公財）横浜市芸術文化振興財団、横浜市文化観光局、横浜市文化施設（青葉区民文化センターフィリアホール、旭区民文化センターサンハート、泉区民文化センターテアトルフォンテ、
磯子区民文化センター杉田劇場、神奈川区民文化センターかなっくホール、港南区民文化センターひまわりの郷、栄区民文化センターリリス、瀬谷区民文化センターあじさい
プラザ、鶴見区民文化センターサルビアホール、戸塚区民文化センターさくらプラザ、緑区民文化センターみどりアートパーク、横浜市市民文化会館関内ホール、横浜美術館、
横浜みなとみらいホール）、横浜市民広間演奏会、（一社）横浜みなとみらい21（50音順）

クラシック・ヨコハマ
企画連携

プラットフォーム

加藤 皓介
（ピアノ）

Pf

サロンコンサート vol.２ ミュージアムコンサート
 in 岩崎ミュージアム

中原 梨衣紗
（バイオリン）

松谷 壮一郎
（チェロ）

豊田 翼
（フルート）

大山 桃暖
（ピアノ）

Vn Vc

サロンコンサート vol.４

大谷 奏介
（ピアノ）

永留 泰斗
（フルート）

Vc

サロンコンサート vol.３

井川 真衣
（バイオリン）

Vn Vc

Fl Pf

FlPf

コミュニティコンサート
 in 市役所アトリウム

山田 遇己
（声楽）

中山 結菜
（ピアノ）

第30回
よこはまベイサイドコンサート

西岡 舞桜
（バイオリン）

Vn

コミュニティコンサート
 in ウェルケア新吉田

中山 遥歌
（チェロ）

西田 翔
（チェロ）

　井村重人

Pf 当日Vo

どちらかに　をつけてください。シールラリーのマーク　　　　がついているシール対象公演を聴きに行き、
会場で配られる専用シールをハガキに貼って、応募しよう。

第76回全日本学生音楽コンクール・
東京大会入賞者発表演奏会のペアチケット（5組10名）

生きる～若い命を支えるコンサート テーマ画（マルタ）の
ポストカード・10公演分（2010年 X’mas～2020年 New Year）（20名）

2022年11月5日（土）～12月18日（日）の対象公演と
第76回全日本学生音楽コンクール全国大会 in 横浜の全部門です。

シールは、対象公演の開場時間内に限り配布します。

シール2枚でA賞、1枚でB賞にご応募できます。
※A賞にご応募される場合は、異なる公演のシールを貼って下さい。（会場毎にシールは異なります）
※お一人につきどちらか一方の応募が可能です。※応募者多数の場合は抽選になります。

開催日：2023年1月22日（日）
会　場：サントリーホール　ブルーローズ

2022年12月23日（金）必着

シール対象公演

シール配布時間

賞について

応募方法

マルタって？

応募期限

スタンプを押した公演にチェックを入れてください。

シールを集めてプレゼントに応募しよう！
シール

1枚もしくは2枚で
応募できる！

各会場で配られるシールを貼ろう！

（両方に○をつけると無効となります。）

右側の専用ハガキに上記の専用シール
1枚もしくは2枚を貼り、必要事項を
ご記入の上、63円切手を貼ってご郵送
ください。
※当選は発送をもってかえさせていただきます。
※いただいた個人情報はプレゼント抽選以外に
利用することはありません。

『マルタ』は、「生きる」
チャリティコンサートの
テーマ画に登場するオリジ
ナルキャラクターです。
小田原市出身の美術家・
宮島永太良氏が生み出し
ました。

慶應義塾大学室内楽・ピアノ　マラソンコンサート

フェリス女学院大学  オーケストラ協演の夕べ
Tpオケ Org Fl Hp

慶應義塾大学古楽アカデミー室内アンサンブル演奏会
《17世紀イタリア女性作曲家による器楽作品》

フェリス管弦アンサンブル第21回定期演奏会

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム小合唱演奏会

オケ

オケ

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オーケストラ演奏会
オケ

ミュージアムコンサート in シルク博物館

ミュージアムコンサート in 神奈川県立歴史博物館
Vn VcVla ¥ 抽選

ミュージアムコンサート in 三溪園
Vn VcVla ¥

ミュージアムコンサート in 馬の博物館
Cl ¥ 抽選

慶應義塾大学古楽アカデミー・オーケストラ演奏会
《後期バロック期のフランス管弦楽作品》

オケ

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・古楽アカデミー・
オーケストラ・小合唱演奏会 in 市役所アトリウム

オケ 当日

当日

各コンサート開催後、
期間限定で配信します。

当日直接会場へ

Cl クラリネット オルガンOrg

ギターGtハープHp

入場料のみで
ご覧いただける公演

Cl Fl
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デビューしたばかりの若手演奏家（デビュタント）を応援する音楽イベント「クラ
シック・ヨコハマ」です。横浜市内の音楽団体、ミュージアム、サロン、大学、
福祉施設等の協力のもと、デビュタントが輝き、躍動する場となること、また、
皆さまにとって良質なクラシック音楽の身近な鑑賞機会となることを目的に、多様な
コンサートを開催しています。最高レベルのデビュタントが集う横浜ならではの
コンサートシリーズを存分に堪能してください。

♪クラシック・ヨコハマとは

サロンコンサート vol.1

池田コンサートサロン・白楽シルクサロン、岩崎ミュージアム、馬の博物館、認定NPO法人STスポット横浜、音楽サロンAria、神奈川県民ホール、神奈川県立音楽堂、神奈川県立
歴史博物館、（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団、慶應義塾大学日吉音楽学研究室、Sala MASAKA、三溪園、シルク博物館、そごう美術館、フェリス女学院大学音楽学部、
毎日新聞社事業本部、（一社）ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン、横浜医療福祉センター港南、NPO法人横浜音楽協会、よこはま音楽広場実行委員会、横浜交響楽団、
（公財）横浜市芸術文化振興財団、横浜市文化観光局、横浜市文化施設（青葉区民文化センターフィリアホール、旭区民文化センターサンハート、泉区民文化センターテアトルフォンテ、
磯子区民文化センター杉田劇場、神奈川区民文化センターかなっくホール、港南区民文化センターひまわりの郷、栄区民文化センターリリス、瀬谷区民文化センターあじさい
プラザ、鶴見区民文化センターサルビアホール、戸塚区民文化センターさくらプラザ、緑区民文化センターみどりアートパーク、横浜市市民文化会館関内ホール、横浜美術館、
横浜みなとみらいホール）、横浜市民広間演奏会、（一社）横浜みなとみらい21（50音順）
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どちらかに　をつけてください。シールラリーのマーク　　　　がついているシール対象公演を聴きに行き、
会場で配られる専用シールをハガキに貼って、応募しよう。

第76回全日本学生音楽コンクール・
東京大会入賞者発表演奏会のペアチケット（5組10名）

生きる～若い命を支えるコンサート テーマ画（マルタ）の
ポストカード・10公演分（2010年 X’mas～2020年 New Year）（20名）

2022年11月5日（土）～12月18日（日）の対象公演と
第76回全日本学生音楽コンクール全国大会 in 横浜の全部門です。

シールは、対象公演の開場時間内に限り配布します。

シール2枚でA賞、1枚でB賞にご応募できます。
※A賞にご応募される場合は、異なる公演のシールを貼って下さい。（会場毎にシールは異なります）
※お一人につきどちらか一方の応募が可能です。※応募者多数の場合は抽選になります。

開催日：2023年1月22日（日）
会　場：サントリーホール　ブルーローズ

2022年12月23日（金）必着

シール対象公演

シール配布時間

賞について

応募方法

マルタって？

応募期限

スタンプを押した公演にチェックを入れてください。

シールを集めてプレゼントに応募しよう！
シール

1枚もしくは2枚で
応募できる！

各会場で配られるシールを貼ろう！

（両方に○をつけると無効となります。）

右側の専用ハガキに上記の専用シール
1枚もしくは2枚を貼り、必要事項を
ご記入の上、63円切手を貼ってご郵送
ください。
※当選は発送をもってかえさせていただきます。
※いただいた個人情報はプレゼント抽選以外に
利用することはありません。

『マルタ』は、「生きる」
チャリティコンサートの
テーマ画に登場するオリジ
ナルキャラクターです。
小田原市出身の美術家・
宮島永太良氏が生み出し
ました。

慶應義塾大学室内楽・ピアノ　マラソンコンサート

フェリス女学院大学  オーケストラ協演の夕べ
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《17世紀イタリア女性作曲家による器楽作品》
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慶應義塾大学コレギウム・ムジクム小合唱演奏会
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慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オーケストラ演奏会
オケ

ミュージアムコンサート in シルク博物館

ミュージアムコンサート in 神奈川県立歴史博物館
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慶應義塾大学古楽アカデミー・オーケストラ演奏会
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慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・古楽アカデミー・
オーケストラ・小合唱演奏会 in 市役所アトリウム

オケ 当日
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各コンサート開催後、
期間限定で配信します。

当日直接会場へ

Cl クラリネット オルガンOrg
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入場料のみで
ご覧いただける公演

Cl Fl



新型コロナ
ウイルス
感染拡大
防止への
取り組み 主　催：クラシック・ヨコハマ推進委員会、毎日新聞社、横浜市

協　賛：キリン、島村楽器、東日印刷、ファンケル
後　援：横浜アーツフェスティバル実行委員会、NHK横浜放送局、

FMヨコハマ、神奈川新聞社、tvk（テレビ神奈川）

2022

https://yokohama.mainichi-classic.net/

クラシック・ヨコハマでは、各会場に応じた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策（来場者間の距離確保、会場の
消毒、会場のこまめな空気の入れ替え等）を実施します。ご鑑賞いただく皆様にも、下記のご協力をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、各コンサートを中止する場合もあります。中止の場合は、
随時、下記のクラシック・ヨコハマのホームページに掲載します。

2022.11月

2022.12月

2023.1月

第76回 全日本学生音楽コンクール
全国大会 in 横浜

全日本学生音楽コンクール全国大会（毎日新聞社主催、横浜市共催、通称学コン）は、国内最高峰の学生音楽コンクールです。
このコンクールで優秀な成績を収めた若きアーティストたちは、国内外で活躍しています。
またピアノ、バイオリン、フルート、チェロ、声楽の全５部門において、聴衆賞『横浜市民賞』を贈ります。

鈴木 義了（フルート部門高校の部第1位）

朴 沙彩
（ピアノ部門中学校の部第1位）

  K.MIURA
山根 一仁

（バイオリン）

    hiromasa
藤木 大地（カウンターテナー）

富樫 音葉（2021年バイオリン部門小学校の部第1位）

    Orie Miyajima
鈴木 大介（ギター）

務川 慧悟
（ピアノ）

曽我 大介
（指揮）

昨年の様子

昨年の様子

「スペシャル・セレクション」は、コンサートホールを舞台にお贈りする、本格的なコンサートシリーズです。前年の
学コン1位者がそろい、その妙技を披露する「1位入賞者によるコンサート」では、1位という栄冠を手にしたデビュタント
たちが、コンクールから約1年後、更に磨きをかけた演奏を届けてくれます。またその年の1位入賞者がプロオーケストラ
と共演する「生きる～若い命を支えるコンサート」は、豪華ゲストも出演する本格的なオーケストラ公演です。

スペシャル・セレクション

第201回毎日ゾリステン

藤木 大地 カウンターテナー・リサイタル
第75回 全日本学生音楽コンクール

1位入賞者によるコンサート

～2023  New Year  若い命を支えるコンサート
生きる

昨年度、全国1位に輝いた入賞者によるコンサートです。
1位入賞者が、入賞後1年の成長を披露。あふれる才能と
個性きらめく演奏を是非ご覧ください。

毎日新聞社が1996年から展開している、小児がんと闘う子どもたちを支援
するキャンペーン「生きる」のコンサートです。今年はピアニストの務川慧悟
さんとバイオリニストの山根一仁さん、指揮者の曽我大介さんが出演。全日本
学生音楽コンクールの1位入賞者のみずみずしい演奏もお届けします。

毎日新聞社が、優れた演奏家を支援するために1963年から開催
し続け、新進、中堅、大家を問わず錚々たる演奏家が出演している
本格的なコンサートです。今回は、バロックからコンテンポラリー
まで幅広いレパートリーで活動を展開し、国際的なアーティストの
ひとりであるカウンターテナーの藤木大地さんとクラシックギターの
名手・鈴木大介さんが出演します。

第76回全日本学生音楽コンクール全国大会 in横浜
における「聴衆賞」です。
才能あふれる若手演奏家たちの演奏から、自分自身の
感性で「もっとも感動した演奏」に投票いただきます。

応募方法等の詳細については、横浜市HP「クラシック・ヨコ
ハマ2022」または区役所広報相談係のチラシをご覧ください。

クラシック・ヨコハマ  オープニングコンサート

クラシック・ヨコハマ  クロージングコンサート

GtVo

オケ
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まで幅広いレパートリーで活動を展開し、国際的なアーティストの
ひとりであるカウンターテナーの藤木大地さんとクラシックギターの
名手・鈴木大介さんが出演します。

第76回全日本学生音楽コンクール全国大会 in横浜
における「聴衆賞」です。
才能あふれる若手演奏家たちの演奏から、自分自身の
感性で「もっとも感動した演奏」に投票いただきます。

応募方法等の詳細については、横浜市HP「クラシック・ヨコ
ハマ2022」または区役所広報相談係のチラシをご覧ください。

クラシック・ヨコハマ  オープニングコンサート

クラシック・ヨコハマ  クロージングコンサート
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