
◇ 独：独奏 室：室内楽 オ：オーケストラ 吹：吹奏楽 合：合唱

※印：各主催者に詳細をご確認ください。

開催日 公演名・催し物名 種別 会場 開演時間 料⾦

4月23日（月） ピアノ調律師協会 第19回 新⼈演奏会 独 上野文化会館・小ホール 17:00 2,000円
（主催：⼀般社団法⼈⽇本ピアノ調律師協会関東⽀部)

4月26日（水） 古楽研究室 昼の演奏会（第1回） 室 上野学園 エオリアンホール 12:10 無料

5⽉3⽇（⽊・祝）〜5⽇（⼟・祝） ラ・フォル・ジュルネTOKYO2018 独 東京国際フォーラム他、周辺商業施設等 無料

5月4日（木･祝） 第88回 読売新人演奏会 独･室 東京文化会館大ホール 11:00/17:00
前売1,300円

当日1,600円
（主催：読売新聞東京本社 文化事業部)

5月8日（火） 古楽研究室 昼の演奏会（第2回） 室 上野学園 エオリアンホール 12:10 無料

5月19日（土） 春の演奏会 2018 独･室･合 上野学園 石橋メモリアルホール 14:00 1,000円

5月20日（日） 国⽴科学博物館 ミュージアム･コンサート 室 国⽴科学博物館 中庭 13:00/17:00
⼊館料 ⼀般・⼤学⽣620

円

（主催：国⽴科学博物館 博物館等連携推進センター）

6⽉8⽇（⾦） 古楽研究室 昼の演奏会（第3回） 室 上野学園 エオリアンホール 12:10 無料

6月21日（木） ヤマハ管楽器新人演奏会（第36回 クラリネット部門） 独･室 ヤマハホール（銀座） 18:00 2,000円

6⽉22⽇（⾦） ヤマハ管楽器新人演奏会（第22回 木管楽器部門） 独･室 ヤマハホール（銀座） 18:00 2,000円

6月23日（土） ヤマハ管楽器新⼈演奏会（第34回 ⾦管楽器部⾨） 独･室 ヤマハホール（銀座） 15:00 2,000円
（主催：㈱ヤマハミュージックジャパン アトリエ東京）

6月16日（土） ⼀葉記念館ギャラリー・コンサート 室 ⼀葉記念館ギャラリー 13:30/14:30
⼊館料 ⼤⼈300円

小中高生100円

                                        （主催：台東区⽴⼀葉記念館）

6月20日（水） 演奏家コース サマー･コンサート 独･室 上野学園 石橋メモリアルホール 17:40 無料

6月27日（水） ランチタイム･コンサート＜演奏家コース学生演奏会＞ 独 上野学園 石橋メモリアルホール 12:10 無料

7⽉1⽇（⽇）〜7⽇（⼟） 第45回 フルート デビューリサイタル2018（日本フルート協会） 独･室 東京オペラシティ リサイタルホール ⽇にちにより異なる 2,000円
（主催：日本フルート協会 東京支部）

7月4日（水） 古楽研究室 昼の演奏会（第4回） 室 上野学園 エオリアンホール 12:10 無料

7⽉6⽇（⾦） 古楽研究室 昼の演奏会（第5回） 室 上野学園 エオリアンホール 12:10 無料

9月8日（土） ウィンド・アンサンブル発表会 吹 上野学園 石橋メモリアルホール 未定 無料

9⽉28⽇（⾦） 上野学園古楽器コレクション ミュージアム・コンサート 室 上野学園 石橋メモリアルホール 19:00 500円

9月29日（土） 上野学園⼤学若き演奏家たちによる＜⾳楽の庭＞Vol.７ 室 旧岩崎邸庭園 15:30
⼊園料 ⼀般400円

65歳以上200円

10月3日（水） 芸劇＆読響 マーラー千人 首都圏音大コーラス オ・合 東京芸術劇場 19:00 ※

10月20日（土） 演奏家コース オータム･コンサート 独･室 上野学園 石橋メモリアルホール 13:00 無料

10月27日（土） 第31回 短期大学部定期演奏会 独･室･合 上野学園 石橋メモリアルホール 15:30 無料

11月7日（水） 北とぴあ国際⾳楽祭2018 ロビーコンサート オーボエ四重奏 室 北とぴあ 1階 区⺠プラザ 17:30 無料

11月11日（日） 北とぴあ国際⾳楽祭2018 ロビーコンサート ヴィオラ・ダ・ガンバ・コンソート 室 北とぴあ 1階 区⺠プラザ 13:30 無料

11⽉16⽇（⾦） 第7回 合唱定期演奏会 合 上野学園 石橋メモリアルホール 19:00 1,000円

11⽉23⽇（⾦・祝） 北とぴあ国際⾳楽祭2018 ロビーコンサート フルート・アンサンブル 室 北とぴあ 1階 区⺠プラザ 15:30 無料

11月24日（土） 第67回 オーケストラ定期演奏会 オ 上野学園 石橋メモリアルホール 15:00 1,500円

11月25日（日） 第9回 音楽大学オーケストラ･フェスティバル2017 オ 東京芸術劇場 15:00 1,000円
（主催：主催：⾳楽⼤学オーケストラ･フェスティバル実⾏委員会他）

11月28日（水） レインボウ21 サントリーホールデビューコンサート2018 室 サントリーホール ブルーローズ 19:00 ※

11月29日（木） 上野学園大学による午後のコンサート・シリーズ 室 台東区⽴旧東京⾳楽学校奏楽堂 14:00 500円

12月1日（日） ⻄郷隆盛⽣誕祭 吹 上野公園 ⻄郷隆盛銅像前 11:00 無料

12月5日（水） 演奏家コース ウィンター･コンサート 独･室 上野学園 石橋メモリアルホール 17:40 無料

12月11日（火） 台東保健所 世界エイズデー街頭キャンペーン 未定 JR上野駅 16:00 無料

12月16日（日） 国⽴科学博物館 ウィンター･コンサート 声 国⽴科学博物館 ⽇本館1階 中央ホール 13:00/15:00
⼊館料 ⼀般・⼤学⽣620

円

＜2019年＞

1月31日（木） 上野学園大学による午後のコンサート・シリーズ 室 台東区⽴旧東京⾳楽学校奏楽堂 14:00 500円

2月6日（水） ランチタイム･コンサート＜学生による演奏会企画シリーズ＞ 室 上野学園 石橋メモリアルホール 12:10 無料

2⽉15⽇（⾦） 演奏家コース 協奏曲演奏会 オ 上野学園 石橋メモリアルホール 19:00 1,500円

2月21日（木） 第6回 ウィンド･アンサンブル定期演奏会 吹 上野学園 石橋メモリアルホール 19:00 1,000円

2月23日（土） 平成30年度 短期⼤学部⾳楽科卒業演奏会 独･室 上野学園 石橋メモリアルホール 14:00 無料

2月25日（月） 古楽研究室演奏会 独･室･合 上野学園 石橋メモリアルホール 19:00
3,000円

学生1,000円

3月2日（土） 演奏家コース スプリング･コンサート 独･室 上野学園 石橋メモリアルホール 13:00 無料

3月9日（土） 平成30年度 ⼤学⾳楽学部卒業演奏会 独･室 上野学園 石橋メモリアルホール 13:00 無料

3月13日（水） ランチタイム･コンサート＜演奏家コース学生演奏会＞ 未定 上野学園 石橋メモリアルホール 12:10 無料

3月30日（土） 第8回 音楽大学フェスティバル･オーケストラ演奏会 オ 東京芸術劇場（池袋） 15:00
S席2,000円

A席1,500円

3月31日（日） 第8回 音楽大学フェスティバル･オーケストラ演奏会 オ カルッツかわさき 15:00
S席2,000円

A席1,500円
（主催：主催：⾳楽⼤学オーケストラ･フェスティバル実⾏委員会他）

＝ ⻘い網掛けの公演は本学主催公演です。
平成30年10⽉24⽇現在

【お問い合わせ】

上野学園大学 事務部演奏課

TEL 03-3842-1020 FAX 03-3843-7548

E-mail： uenogakuen.concert@gmail.com

〒110-8642 東京都台東区東上野4-24-12

上野学園大学・同短期大学部
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