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リニューアル記念公演
ラインアップ



文京シビックホール
［響きの森文京公会堂］リニューアル記念公演ラインアップリニューアル記念公演ラインアップリニューアル記念公演ラインアップ

BUNKYO SIENA POPS 2023　わが青春のポピュラーミュージック！〈Part.4〉

シビックホール×シエナ、渾身のオリジナル・シリーズ第4弾。今も忘れない“あのメロディ”が、迫力あるシエナ・サウンドによっ
て鮮やかによみがえります！今回は後半でラテン・ミュージックを特集！

ひとみ姫とシエナ・ウインド・オーケストラのお兄さん、お姉さんが繰り広げる愉快な音楽パーティー。今回はクリスマス・スペシャルをおおくりします！ 

参加者のエピソードをもとに、ワークショップを経てオリジナルの演劇作品を創作し、小ホールで発表します！

指揮

ナビゲーター

司会・歌

講師

全席指定

曲目

サクソフォン ピアノ 吹奏楽

演奏

藤岡幸夫

朝岡 聡

瀧本 瞳

山本タカ（劇作家・演出家・脚本家）

S席 5,500円　A席 4,500円　B席 3,500円

タラのテーマ、トゥー・ラブ・アゲイン、ラテン・メドレー（闘牛士のマンボ／カーニバルの朝　ほか）、ビギン・ザ・ビギン、エル・クンパンチェロ　ほか

曲目 サンタが街にやってくる、花のワルツ　ほか

須川展也 中野翔太 シエナ・ウインド・オーケストラ

シエナ☆フルーツ音楽隊　ほか
全席指定 一般発売2,500円 8月27日（土）

一般発売 9月24日（土）

全席指定 1,000円 一般発売 9月4日（日）

2023年2月11日（土・祝）　　　開演時間　15:00

大ホール
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国際的ヴァイオリニトとして第一線を走り続けること60年。前橋汀子が醸す円熟味溢れるヴァイオリンの世界。

大好評の “ 夜クラシック ” に続いて “ 昼クラシック ” が初登場。平日のお昼前、気鋭のピアニストによる渾身の2台ピア
ノをお楽しみください。同時刻にお好きな場所でお楽しみいただけるライブ配信（有料）もあり！

ヴァイオリン

ピアノ

全席指定

全席指定

曲目

ピアノ

完売御礼

前橋汀子

岡田 奏、鈴木隆太郎

4,000円

3,000円 ライブ配信チケット1,000円

ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ 第5番「スプリング」、サン=サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ　ほか

曲目 ラヴェル／マ・メール・ロワ（2台ピアノ版）、ラフマニノフ／2台のピアノのための組曲第2番　ほか

松本和将

好評発売中

2022年10月2日（日）　　　開演時間　15:00

2022年10月21日（金）　　　開演時間　11:00

小ホール

小ホール

©© 篠山紀信 篠山紀信

©©KazashitoKazashito
NakamuraNakamura

〈文京シビック寄席〉春風亭一之輔独演会

野村万作・萬斎・裕基　狂言三代の夕べ

毎回大人気の春風亭一之輔が再び登場。2023年の笑い初めを、ぜひ文京シビック寄席にてお楽しみください！

大ホールリニューアルオープンを記念し、野村万作・萬斎・裕基の狂言三代にて祝祭感あふれる演目を華々しくおおくりします。

全席指定

全席指定 一般発売春風亭一之輔　ほか

野村万作、野村萬斎、野村裕基、万作の会メンバー

S席 5,500円　A席 4,500円　B席 3,500円

3,800円

演目 解説、三
さん

番
ば

叟
そう

、靱
うつぼざる

猿

11月6日（日）

一般発売 9月24日（土）

2023年1月7日（土）　　　開演時間　① 14:00　② 19:00

2023年1月26日（木）　　　開演時間　19:00

小ホール

セレクト

セレクト

大ホール

©©キッチンミノルキッチンミノル

荘村清志×武満徹

生前の武満徹とも深い親交があった荘村清志。ギター曲を中心に、逸話を交えながらおおくりする心温まるトーク＆コンサート。
ギター

全席指定曲目

フルート トークゲスト

一般発売

荘村清志、横村福音

4,000円フォリオス、オーバー・ザ・レインボー　ほか

斎藤和志 武満真樹
10月15日（土）

2023年2月18日（土）　　　開演時間　15:00

小ホール

  ©©Hiromichi NOZAWAHiromichi NOZAWA

学生割引あり

学生割引あり

文京シビックホールリニューアル×前橋汀子演奏活動60周年　前橋汀子ヴァイオリンリサイタル

昼クラシック　岡田 奏×鈴木隆太郎　ピアノ・デュオ

区民とつくる演劇「わたくしゴト」（仮）

2022年12月3日（土）　　　開演時間　後日発表

小ホール

響きの森きっずプログラム  フルーツの国のおんがくパーティー♪
2022年12月24日（土）・25日（日）　　　開演時間　11:00 0歳から入場可

出演

出演

小ホール
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文京シビックホールは、10月に小ホール、2023年1月には大ホールがいよいよリニューアルオープンいたします！　
リニューアルを記念し、国内外の一流アーティストを迎えた幅広いジャンルの公演をラインアップいたしました。さまざまな芸術文化に 触れ、体感する公演を、装いを新たにした文京シビックホールでどうぞお楽しみください。

鼓童 ぶんきょう交流公演

ラ・クァルティーナ in Bunkyo 2023

観て、聴いて、叩いて楽しむ人気の「ぶんきょう交流公演」が、３年ぶりに小ホールに帰って来ます！グッと近くで鼓童を体感しよう !

NHK交響楽団首席チェロ奏者の藤森亮一と実力派チェリストから成る本格的チェロ四重奏団。さまざまなジャンルから名曲の数々をおおくりします。

クラシック・マイスター山田武彦を中心に実力派アーティストらが集結。週末の夜、軽妙なトークと共にクラシックの名曲をカジュアルにお楽しみください。

オーディションによって選ばれたキャストと、区民が参加する合唱団による本格的なオペラ公演。21回目となる今回は、
プッチーニ作曲『ラ・ボエーム』を上演します。

衝撃の初来日から21年、6人の世界的ソリストによる完璧なアンサンブルがシビックホールのリニューアル記念シリーズに登場。

チェロ

フルート

全席指定

全席指定

曲目

演目

合唱 管弦楽

ヴァイオリン

オーボエ

チェロ

一般発売

一般発売

太鼓芸能集団 鼓童

藤森亮一、藤村俊介、銅銀久弥、桑田 歩

ピアノ 山田武彦

CITTADINO 歌劇団合唱団 CITTADINO 歌劇団オーケストラ　ほか

エマニュエル・パユ

3,000円

3,800円

曲目 大太鼓、屋台囃子　ほか（予定）

ベートーヴェン（フンメル編）／交響曲第5番「運命」　 ほか

プッチーニ／歌劇『ラ・ボエーム』（原語上演・字幕付）

曲目 プーランク／六重奏曲　ほか

曲目 後日発表

奥村 愛

フランソワ・ルルー

笹沼 樹

クラリネット ポール・メイエ
ホルン ラドヴァン・ヴラトコヴィチ ピアノ エリック・ル・サージュバソン ジルベール・オダン

フルート 上野星矢

11月19日（土）

11月13日（日）

全席指定 S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円 一般発売 10月16日（日）

全席指定 S席 4,000円　A席 3,000円　B席 2,000円 一般発売 12月7日（水）

全席指定 S席 3,500円　A席 2,500円 一般発売 9月24日（土）

2023年3月21日（火・祝）　　　開演時間　後日発表

2023年3月23日（木）　　　開演時間　19:00

小ホール

小ホール

©©岡本隆史岡本隆史

©©Norikatsu AidaNorikatsu Aida

©©井村重人井村重人

©©三浦 彩三浦 彩

©©Warner ClassicsWarner Classics

©©小島竜生小島竜生 ©©Taira TairadateTaira Tairadate

新沢としひこ＆ケロポンズ　ファミリーコンサート

0 歳から楽しめる♪こどももおとなも、みんなが知っている楽曲を大ホールでおもいきり楽しもう！

全席指定

新沢としひこ、ケロポンズ
一般 1,000円　小学生以下 500円　※3歳以上有料（3歳未満の膝上鑑賞に限り無料）

曲目 世界中のこどもたちが、にじ、はらぺこあおむし、エビカニクス　ほか

一般発売 12月4日（日）

2023年4月15日（土）　　　開演時間　① 11:00　② 14:00

大ホール

文
ふみ

の京
みやこ

リーディングドラマ 文豪たちのことば ～文学作品×朗読×演劇～

文京区や交流自治体にゆかりのある文人の作品を人気・実力を兼ね備えた3名の演出家がリーディングドラマにして上
演する、文京シビックホールオリジナル企画。

演出

料金 一般発売

山本卓卓、田上 豊、島 貴之

後日発表

演目 太宰治「富嶽百景」／山本卓卓、夏目漱石「三四郎」／田上 豊、泉鏡花「露宿」／島 貴之

1月14日（土）

2023年4月15日（土）・16日（日）、5月6日（土）・7日（日）　　　開演時間　後日発表

小ホール

©©雨宮透貴雨宮透貴

0歳から入場可

2023年3月3日（金）　　　開演時間　19:00 セレクト

2023年3月7日（火）　　　開演時間　後日発表

大ホール夜クラシック　大ホールリニューアル記念公演

セレクト

大ホール

学生割引あり

レ・ヴァン・フランセ

文京区民オペラ CITTADINO 歌劇団第 21 期生公演 プッチーニ作曲　歌劇『ラ・ボエーム』（原語上演・字幕付）

2023年3月12日（日）　　　開演時間　後日発表

大ホール

出演

出演

©©金子愛帆金子愛帆

2023

4月月

2023

3月月



文京シビックホールは、10月に小ホール、2023年1月には大ホールがいよいよリニューアルオープンいたします！　
リニューアルを記念し、国内外の一流アーティストを迎えた幅広いジャンルの公演をラインアップいたしました。さまざまな芸術文化に 触れ、体感する公演を、装いを新たにした文京シビックホールでどうぞお楽しみください。

曲目 後日発表

曲目 ベートーヴェン／交響曲第8番、ヴィヴァルディ／「四季」より“春”“夏”、ショパン／ピアノ協奏曲第1番

曲目 ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第３番、チャイコフスキー／交響曲第6番《悲愴》　ほか

曲目 ショパン／ピアノ協奏曲第2番、ラフマニノフ／交響曲第2番

全席指定 S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円 一般発売 10月16日（日）

全席指定

全席指定

SS席 18,000円　S席 15,000円　A席 13,000円　B席 12,000円　C席 10,000円　D席 8,000円

プレミアムシート（公演プログラム付） 15,000円　S席 12,000円　A席 10,000円　B席 8,000円　C席 6,000円　D席 4,000円

一般発売 12月18日（日）

一般発売 12月18日（日）

中野翔太・金子三勇士・山中惇史　トリプルピアノ　

伝統芸能　石
い わ

見
み

神楽公演

文京シビックホールリニューアル×小曽根 真デビュー 40周年記念　小曽根 真スペシャルライブ

バーミンガム市交響楽団

オーケストラ・アンサンブル金沢 in Bunkyo 2023

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 ピアノ：辻井伸行ヴァシリー・ペトレンコ指揮

山田和樹 指揮 ピアノ：チョ・ソンジン

３台ピアノが生み出す新たなシナジー！ソロやデュオなどバリエーション豊かにおおくりします。

島根県西部・石見地域に伝わる民俗芸能「石見神楽」を再び上演します。心躍るお囃子と華麗な衣装で魅せる迫力の舞をお楽しみください。

※ 文京区は島根県津和野町と文化
振興等の協定を結んでいます。

小曽根 真＆シビックホール Wアニヴァーサリー！

アジア人で初、山田和樹が首席指揮者兼アーティスティックアドバイザーを務めるイギリスの世界的オーケストラ、バーミ
ンガム市交響楽団と国内外から熱い注目を集めるチョ・ソンジンが初登場！

学生割引に
ついて

注意事項

【学生割引あり】と表記がある公演は、学生割引料金の設定があります。対象席種および料金、発売日などの詳細は、各公演のHPやチラシ、財団広報
紙「文京アカデミースクエア」をご覧ください。　※学生割引の取扱いはシビックチケットでのみとなります。　※他の割引との併用はできません。

※2022年8月現在の情報を掲載しています。　※未就学児の入場はご遠慮ください（一部公演を除く）　
※公演の内容・出演者・料金・発売日等は一部変更になる場合がございます。　※ホールの収容定員100％の客席数で販売いたします。　
※裏表紙に記載の「新型コロナウイルス感染症対策とご来場のお客様へのお願い」についても、あわせてご確認ください。
※ 公演に関する最新情報は文京シビックホールホームページ（https://www.b-academy.jp/hall/）や、財団広報紙「文京アカデミースクエア」で随時お知ら

せいたします。　※チケットのご予約後の変更、キャンセルはお受けできません。また、公演中止を除き、ご入金後の払い戻しはいたしません。

オーケストラ・アンサンブル金沢 in Bunkyo第2弾。前回に引き続き、豪華指揮者・ソリストを迎えておおくりするヴィヴァ
ルディ＆ショパン、クラシカルコンサートの決定版！

人気ピアニスト、辻井伸行が4年ぶり2度目の登場！心を揺さぶる魂のパフォーマンスをペトレンコ指揮、名門ロイヤル・
フィルの演奏と共にお楽しみください。

ピアノ

出演

ピアノ

指揮 ピアノ 管弦楽

指揮

指揮

ヴァイオリン

ピアノ 管弦楽

ピアノ 管弦楽

全席指定

全席指定

一般発売

一般発売

中野翔太、金子三勇士、山中惇史

石見神楽東京社中　ほか

小曽根 真　ほか

山田和樹 チョ・ソンジン バーミンガム市交響楽団

川瀬賢太郎

ヴァシリー・ペトレンコ

大谷康子

辻井伸行 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

阪田知樹 オーケストラ・アンサンブル金沢

S席 3,000円　A席 2,000円

S席 2,000円　A席 1,000円

演目 大
お ろ ち

蛇　ほか

10月16日（日）

11月20日（日）

全席指定 一般発売SS席 6,000円　S席 5,000円　A席 4,000円 12月18日（日）

2023年4月23日（日）　　　開演時間　15:00

2023年6月予定　　　開演時間　後日発表

2023年6月16日（金）　　　開演時間　18:30

2023年6月28日（水）　　　開演時間　後日発表

2023年5月14日（日）　　　開演時間　15:00

2023年5月24日（水）　　　開演時間　19:00

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール
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学生割引あり

学生割引あり

学生割引あり

学生割引あり

セレクト

セレクト

セレクト

セレクト

セレクト

掲載情報に関するお問合せ 公益財団法人文京アカデミー　シビックホール　ホール事業係　03-5803-1103（平日9：00～17：00）
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Renewal
Commemorative Performance 

Line-up of Stars

文京シビックホール

［響きの森文京公会堂］

リニューアル記念公演
ラインアップ

①～⑨の9公演がセレクト対象

①～⑥の6公演がセレクト対象

①～③の3公演がセレクト対象

Renewal

電話・窓口申込

インターネット申込

その他プレイガイド

シビックチケット　東京都文京区春日 1-16-21 文京シビックセンター2階　
電話：03-5803-111103-5803-1111（10：00～19：00／土・日・祝休日も受付）

※発売初日はお一人様 4 枚まで、座席選択不可。　※発売日の翌日から座席選択可。　　
※年末年始（12/28 ～ 1/4）、シビックセンター保守点検日（5/21）は休業。

インターネット限定の会員制度　シビックホールメンバーズ　http://b-civichall.pia.jp/
入会金・会費は無料。メンバーズ限定の先行発売あり（一部公演を除く）
※シビックホールメンバーズへの会員登録（無料）が必要です。　※発売日の10：00からインターネットでのみ受付。
※発売初日はお一人様４枚まで、座席選択可。

チケットぴあ　https://t.pia.jp/　　イープラス　https://eplus.jp/（一部公演のみ取扱い）

チケットのお求め

リニューアル記念リニューアル記念
特別企画特別企画

2公演2公演同時購入で同時購入で10％OFF10％OFF！！　　3公演以上3公演以上同時購入で同時購入で15％OFF15％OFF！！
※3公演以上は公演数に関係なく一律15％割引となります。（10円未満切り捨て）

セレクト割引発売初日からセレクト割引発売初日から
お席を選べます！お席を選べます！　　　　
セレクト割引発売初日からセレクト割引発売初日から
お席を選べます！お席を選べます！

対象公演から２公演以上を、お好きな組み合わせで同時購入するとお得になる
「セレクト割引」を実施！
公演ごとに席種・枚数を自由に組み合わせてご購入いただけます。ぜひご利用ください！

まとめて買うとお得なまとめて買うとお得なセレクト割引セレクト割引チケット発売！チケット発売！まとめて買うとお得なまとめて買うとお得なセレクト割引セレクト割引チケット発売！チケット発売！

セレクト割引
購入方法

シビックチケット　03-5803-111103-5803-1111のみで取り扱い（窓口／電話）
※割引は 2 公演以上を同時購入した場合のみ適用となります。定価で購入したチケットをセレクト割引に変更することはできません。
※学生の方は学生割引をご利用ください（一部公演・席種を除く）。学生割引とセレクト割引を併用することはできません。
※セレクト割引は一般発売日の翌日より販売開始となるため、セレクト割引発売時にご希望の公演・席種が売り切れている場合がございます。
何卒ご了承ください。

●発売日が異なる公演は、発売日が遅い公演の販売開始後に組み合わせることができます。　
●セレクト割引は、各公演日の前日までの販売となります。当日券をセレクト割引で購入することはできません。
●購入例：「③夜クラシック」「⑤トリプルピアノ」「⑧小曽根真」をセレクト割で同時購入する場合 

⇒ 12/19（月）10：00～3/2（木）19：00の期間に購入できます

公演日 公演名 セレクト割引発売日
（各公演一般発売日の翌日）

セレクト割販売終了日
（各公演日の前日まで）

① 1/26（木） 野村万作・萬斎・裕基　狂言三代の夕べ

2022年9/25（日）10：00～

1/25（水）19:00

② 2/11（土） BUNKYO SIENA POPS 2023　
わが青春のポピュラーミュージック！〈Part.4〉 2/10（金）19:00

③ 3/3（金） 夜クラシック　大ホールリニューアル記念公演 3/2（木）  19:00
④ 3/7（火） レ・ヴァン・フランセ

2022年10/17（月）10：00～
3/6（月）  19:00

⑤ 4/23（日） 中野翔太・金子三勇士・山中惇史　トリプルピアノ　 4/22（土）19:00
⑥ 5/14（日） オーケストラ・アンサンブル金沢 5/13（土）19:00
⑦ 5/24（水） ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

2022年12/19（月）10：00～
5/23（火）19:00

⑧ 6/16（金） 小曽根真スペシャルライブ 6/15（木）19:00
⑨ 6/28（水） バーミンガム市交響楽団 6/15（木）19:00

■対象公演

① 狂言三代の夕べ　

④ レ・ヴァン・フランセ

⑦ ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

② BUNKYO SIENA POPS

⑤ トリプルピアノ

⑧ 小曽根真 

③ 夜クラシック

⑥ オーケストラ・アンサンブル金沢

⑨ バーミンガム市交響楽団

9/25 発売 10/17 発売 12/19 発売

1/25まで
2/10まで

3/2まで
3/6まで

4/22まで
5/13まで

5/23まで

6/15まで



Renewal
Commemorative Performance 

Line-up of Stars

文京シビックホール

［響きの森文京公会堂］

リニューアル記念公演
ラインアップ

Renewal

公益財団法人文京アカデミーでは、新型コロナウイルス感染症予防対策として、
以下の取り組みを実施してまいります。

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対策とご来場のお客様へのお願い

座席表

大ホール 小ホール

文京シビックホール　アクセスマップ

ご来場の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本内容は状況に応じて随時見直してまいります。

感染症予防対策
● 公演は、政府および公益社団法人 全国公立施設協会等の
ガイドラインに従い、開催いたします。

● 会場受付（入口）にて検温と手指の消毒を実施します。　
●ロビーに消毒液を設置しています。　
●館内は清掃、消毒が行われております。
●会場内のクローク、カフェは利用休止とします。　
●ゴミ箱などの備品を一時的に利用休止する場合があります。　
●スタッフは毎日検温し健康状態を確認します。
● スタッフはマスクを着用します。また、一部スタッフはフェ
イスシールドや手袋を着用する場合があります。

●ホール内は適切な換気が行われております。
● アンケートは Web ページからも回答いただけます。アン
ケート用紙右上の QR コードよりアクセスしてください。

（公演後１か月間回答可能。）

ご来場のお客様へのお願い
●ご来場の際及び鑑賞中は必ずマスクを着用してください。
● 発熱・咳・咽頭痛等の自覚症状がある場合、体調がすぐれ
ない場合、PCR 検査で陽性とされた人との濃厚接触があ
る場合、過去 2 週間以内に入国制限、入国後の観察期間
を必要とされる国・地域への訪問歴のある場合または該当
者と濃厚接触のある場合は、来場をお控えください。

● 不可抗力で公演を中止する場合以外、一度ご購入いただ
きましたチケットは原則として払戻しいたしません。ただ
し、前項の理由によりご来場いただけない場合については、
払戻しの対応をさせていただきます。必ず開演前までにシ
ビックチケット（03-5803-1111）へご連絡ください。開
演後の対応は致しかねます。

● 咳エチケットをお守りください。また大きな声での会話や、
演奏終了後のご声援もお控えください。

●係員の指示に従いご入場ください。　
● 入場時に時間を要するため、お時間に余裕を持ってお越し
ください。

● 入場の際、チケットは係員が目視で確認いたします。その
後、半券はお客様ご自身で切り取り、回収箱へお入れくだ
さい。　

●検温の結果、37.5℃以上の場合は入場いただけません。
●入場規制を行う場合があります。　
● チラシ、プログラム等の手渡しは行いません。所定の場所
からご自身でお持ちください。

●指定された座席以外の利用、座席の移動はご遠慮ください。
● 会場内での食事はご遠慮ください。( ホワイエでの水分補
給は除く)。また、ゴミのお持ち帰りをお願いいたします。

● ホワイエ等は、間隔をあけてご利用ください。
● 終演後は、混雑防止のため座席エリアごとに退場していた
だきます。アナウンスがあるまでお席でお待ちください。

● 出演者サイン会、物品販売については、当面の間休止いた
します。

●出演者との面会はできません。花束・プレゼント等のお持
ち込みもご遠慮ください。
● お客様のお名前及びご連絡先の提供にご協力ください。ご
提供いただいた個人情報は、来場者から感染者が発生した
場合など、必要に応じて保健所等の公共機関へ提供する
場合がございます。収集した情報は漏洩防止策を講じて 1
か月程度保管し、その後廃棄します。

●公演前後の直行・直帰にご協力ください。

掲載情報に関する
お問合せ

公益財団法人文京アカデミー　シビックホール　ホール事業係　
03-5803-1103（平日9：00～17：00）　　https://www.b-academy.jp/hall/

〒 112-0003　
東京都文京区春日 1-16-21 文京シビックセンター内

交通
アクセス

東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅（直結）
都営地下鉄三田線・大江戸線「春日」駅（直結）
Ｂ－ぐる（文京区コミュニティバス）停留所1番

「文京シビックセンター（春日駅前）」

https://www.b-academy.jp/access/

このラインより
後方のお座席は
上部に二階席が
ございます

※この客席図は実際の縮尺とは多少異っています。


