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佐渡裕×シエナ〈ブラスの祭典〉
2019年 12/24 （火）　開演│19:00

大ホール

S席 6,500円　A席 5,500円　B席 4,500円　
学生割引 S席 3,500円　A席 2,500円

料　金
好評発売中チケット

指　揮 佐渡裕 吹奏楽 シエナ・ウインド・オーケストラ

大ホールの開館をきっかけに始
まった区民参加オペラ。キャスト
はオーディションで130名の応
募から選ばれた19名が出演。
セルビア共和国の外国人キャス
トも参加します。

2020年 2/16 (日)　開演│14:00　

大ホール

 好評発売中チケット S席 4,000円　A席 3,000円　B席 2,000円料　金

演　出 直井研二
指　揮 平野桂子

合　唱 CITTADINO歌劇団合唱団 管弦楽 CITTADINO歌劇団オーケストラ

区民参加オペラCITTADINO歌劇団第20期生公演

ビゼー作曲　歌劇『カルメン』（原語上演・字幕付）

〈カルメン〉
丹呉由利子
〈カルメン〉
丹呉由利子

〈ドン・ホゼ〉
小野弘晴

〈ドン・ホゼ〉
小野弘晴

〈ミカエラ〉
エフゲニア・イエレミッチ
〈ミカエラ〉

エフゲニア・イエレミッチ
〈エスカミーリョ〉
市川宥一郎

〈エスカミーリョ〉
市川宥一郎

 

鼓童ワン・アース・ツアー2019「道」 大ホール

出　演 太鼓芸能集団 鼓童

≪全席指定・税込≫ S席 7,000円　A席 5,000円　料　金
好評発売中チケット

2019年 12/18(水)～22(日)　開演│　　   　 12/18（水）19:00 
12/19（木）～22（日） 14:00

響きの森クラシック・シリーズVol.70
ニューイヤー・コンサート2020

大ホール

2020年 1/25 （土）　開演│15:00 

指　揮 アンドレア・バッティストーニ
テノール 小原啓楼 管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団

プッチーニ／歌劇 『蝶々夫人』より「ある晴れた日に」
チャイコフスキー／幻想序曲「ロメオとジュリエット」　ほか

曲　目

S席 7,000円　A席 6,000円　B席 5,000円料　金好評発売中チケット

マエストロ・バッティストーニの“ニューイヤー・コンサート”

ソプラノ 木下美穂子 メゾソプラノ 清水華澄

©Takafumi Ueno ©Yoshinobu Fukaya aura.Y2 ©Takehiko Matsumoto ©Takafumi Ueno
アンドレア・バッティストーニ 小原啓楼木下美穂子 清水華澄

人気シリーズ“夜クラシック”５
周年を記念した特別編。気鋭の
ピアニスト3名による、華麗なる
トリプルピアノ・プログラムをお
楽しみください。

2020年 2/23 (日･祝)　開演│15:00

大ホール

好評発売中チケット S席 3,000円　A席 2,000円料　金

ピアノ 中野翔太、金子三勇士、
阪田知樹
モーツァルト／2台ピアノのためのソナタK.448
ピアソラ(シーグレル編)／リベルタンゴ
ホルスト（中野翔太編）／「惑星」より"火星””木星” ほか

曲　目

中野翔太・金子三勇士・阪田知樹 
トリプルピアノ・リサイタル 〈夜クラシック特別編〉 

©Yuuji©Yuuji ©Ayako Yamamoto©Ayako Yamamoto ©Hideki Namai©Hideki Namai
中野翔太 金子三勇士 阪田知樹

シビックホール開館20周年・万作
の会シビックホール公演10回目を
記念して、野村万作・萬斎・裕基の
狂言三代にて、祝祭感あふれる演目
を賑 し々くおおくりいたします。

 

野村万作･萬斎･裕基 狂言三代の夕べ
2020年 3/11 (水)　開演│19:00

出　演 野村万作 野村萬斎 野村裕基
万作の会メンバー

大ホール

好評発売中チケット
解説 三番叟 靭猿番　組
S席 5,000円　A席 4,000円　
B席 3,000円

料　金

さん  ば   そう うつぼ ざる

野村万作 野村萬斎 野村裕基

　完　　売

[ 響きの森文京公会堂 ］ 周年記念公演文京シビックホール ラインアップ］ 周

新沢としひこ ケロポンズ 

こどももおとなも、みんなで一
緒にうたって踊ろう！

2020年 3/29 (日)　開演│①11:00 　　　②14:00 

大ホール

好評発売中チケット
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）

料　金

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

出　演 新沢としひこ、ケロポンズ 

新沢としひこ＆ケロポンズ  
ファミリーコンサート 0歳から入場可

文京シビック寄席 特別編

林家たい平 おやこ落語会
2020年 2/11 （火・祝）　開演│14:00
テレビ番組でもおなじみの人気落
語家・林家たい平による、家族で楽
しめる落語公演！
出　演 林家たい平（落語） 

翁家和助（太神楽）
好評発売中チケット
大人 3,000円　
子ども（4歳～中学生） 1,500円 　

料　金

小ホール
4歳から入場可

林家たい平

2019年チャイコフスキー国際
コンクール覇者のセルゲイ・ドガ
―ジンを迎え、一夜限りの“チャ
イコフスキー・プログラム”をお
届け！

2020年 4/24 (金)　開演│19:00

大ホール

 

好評発売中チケット
プレミアムシート（公演プログラム付き） 18,000円
S席 15,000円　A席 13,000円　B席 11,000円　C席 9,000円　
D席 6,000円　学生割引  S席 7,500円　A席 6,500円　B席 5,500円

料　金

ヴァイオリン セルゲイ・ドガージン
指　揮 ユーリ・テミルカーノフ

管弦楽 サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団
チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲、交響曲第5番曲　目

ユーリ・テミルカーノフ指揮
サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団

ユーリ・テミルカーノフ セルゲイ・ドガージン

　完　　売　完　　売

残席僅少



千三百年を超える伝統を持ち、重
要無形文化財である宮内庁式部職
楽部による雅楽の特別公演。

 

重要無形文化財 宮内庁式部職楽部 
雅楽 特別公演
2020年 5/30 (土)　開演│16:00

出　演 宮内庁式部職楽部

大ホール

S席 5,000円　A席 4,000円
B席 3,000円　
学生割引 S席 2,500円　A席 2,000円　※学割は1/21（火）より販売

料　金
12/21（土）発売チケット

しき   ぶ    しょく

がく   ぶ が    がく

しゅんのうでん じゅ  は

はるすぎ

だ きゅうらく こま ぼこ

く    ないちょう しき   ぶ  しょく がく   ぶ

管絃　春鶯囀入破
　　　朗詠 春過　ほか
舞楽　打球楽　狛桙

曲　目

鼓童 ぶんきょう交流公演 特別編
みる！きく！たたく！

小ホール

©岡本隆史©岡本隆史

2020年 8/1 (土)～2(日) 　開演時間は後日発表
毎年大好評の太鼓芸能集団 鼓童
「ぶんきょう交流公演」。東京2020
オリンピック・パラリンピック競技
大会の時期に、特別編としてワー
クショップをメインに開催します。

出　演 太鼓芸能集団 鼓童

2,000円料　金
チケット 3/29(日)発売

3年ぶりの宝塚歌劇文京シビックホール公演。圧倒
的な歌唱力が魅力の雪組トップスター望海風斗が
日本のミュージカル界を牽引する井上芳雄氏、世界
的なミュージカルスター、ラミン・カリムルー氏を特
別ゲストに迎え、エンターテインメント溢れるコン
サートをお届けします。

2020年 4/30 (木)～5/10 (日)　

大ホール

3/14(土)発売チケット
S席9,500円　A席6,000円料　金

出　演 宝塚歌劇団 雪組　
望海風斗　ほか

ＮＯＷ！ ＺＯＯＭ ＭＥ！！

※この写真は公演のものとは異なります※この写真は公演のものとは異なります

※5/5（火・祝）は休演
※各日の開演時間はHPをご覧ください

く         ない      ちょう       しき         ぶ      しょく       がく           ぶ

世界を駆ける若きマエストロ・山
田和樹と、日本を代表するプロ合
唱団・東京混声合唱団による特
別演奏会。アンセム(愛唱歌)プロ
ジェクトの一環でお贈りします。

山田和樹×東京混声合唱団
2020年 6/7 (日)　開演│14:00

大ホール

 

1/11(土）発売チケット
S席 3,500円　A席 2,500円　
学生割引 S席 2,000円　A席 1,500円  ※学割は2/11（火・祝）より販売

料　金

指　揮 山田和樹
合　唱 東京混声合唱団

世界の国歌集、さくらさ
くら、翼をください、幸せ
なら手をたたこう　ほか 

曲　目

©平舘 平©平舘 平

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

©Kyoichi Komazaki©Kyoichi Komazaki

圧倒的な存在感を放つカリスマ・ヴァイオ
リニスト石田泰尚をはじめ、実力派人気
奏者による異色トリオが枠に捕らわれな
いアグレッシブな演奏をお届けします。

　
トリオ・リベルタ in Bunkyo
2020年 7/12 (日)　開演│15:00

大ホール

 
1/11(土）発売チケット
S席 4,000円　A席 3,000円　
学生割引 S席 3,000円 ※学割は2/11（火・祝）より販売　

料　金

ヴァイオリン 石田泰尚 ピアノ 中岡太志
サックス 松原孝政

モーツァルト／歌劇「魔笛」より《序曲》
ガーシュウィン／アイ・ガット・リズム　
ピアソラ／ブエノスアイレスの夏　ほか

曲　目

山田和樹

左から、石田泰尚、松原孝政、中岡太志

5歳から入場可

文京区の交流自治体出身者を含む、人
気・実力を兼ね備えた4名の若手演
出家による、文学作品のリーディング
公演。取り上げるのは、文京区や交流
自治体にゆかりの文人4名の作品。文
の京（ふみのみやこ）に相応しい、文京
シビックホールのオリジナル企画です。

文の京リーディングドラマ
2020年 6/6 (土) ～ 7 (日)、20 (土) ～ 21 (日)　開演│

小ホール

 2/1(土)発売チケット
2,000円（1公演） 4公演セット5,000円
3公演セット4,500円 2公演セット3,500円
学生割引 1,000円（1公演）　※学割は２/１５（土）より販売

料　金

田上豊、島貴之、スズキ拓朗、山本卓卓
泉鏡花「化鳥」／島貴之、夏目漱石「三四郎」／田上豊、
坂口安吾「風博士」／スズキ拓朗、太宰治「富嶽百景」／山本卓卓

演　目
演　出

（土）①15:00②17:30 
（日）①14:00②16:30 

6/6･20
6/7･21

田上豊 島貴之 スズキ拓朗 山本卓卓

文京区で生まれ一時期を過ごした、文京
区ゆかりの作曲家・武満徹。生前より深
い親交のあった荘村清志による、武満徹
生誕90年を記念したギターリサイタル。
様々な逸話を交えながらおおくりします。

　

～武満徹生誕90年記念～

　

宝塚歌劇 雪組公演  望海風斗 MEGA LIVE TOUR

2020年 5/29 (金)　開演│19:00

小ホール

 1/13(月）発売チケット
4,000円  学生割引 3,000円
※学割は1/27(月）より販売

料　金

ギター
フルート

荘村清志、横村福音
斎藤和志 トークゲスト 武満真樹
フォリオス、オーバー・ザ・レインボー、
海へ　ほか

曲　目

荘村清志×武満徹

©Hiromichi  Nozawa ©Hiromichi  Nozawa 
荘村清志

500年以上の歴史があり、世界
中の人たちから愛され続けてい
るウィーン少年合唱団。心を癒
す「天使の歌声」をシビックホー
ルでお楽しみください。

ウィーン少年合唱団
2020年 5/16 (土)　開演│14:00

大ホール

 好評発売中チケット
S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円　
学生割引 S席 2,500円　A席 2,000円　※学割は1/7(火）より販売

料　金

出　演 ウィーン少年合唱団
シューベルト組
J.シュトラウス２世／美しく青きドナウ、岡野貞一／ふるさと、米津玄師／パプリカ　ほか曲　目

©www.lukasbeck.com ©www.lukasbeck.com 

5歳から入場可

望海風斗



 

 

 

チケットのお求め

シビックチケット
☎ 03-5803-1111

よりアクセス

インターネット限定の会員制度
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に会員登録した方がご利用できます。
※発売日の10時からWEB申込のみ24時間受付 
※発売初日から座席選択OK

インターネット申込

電 話 申 込

 http://b-civichall.pia.jp/

※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（５/17）は休業

※2019年12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・料金等は一部変更になる場合がございます。
※学生割引の取扱いはシビックチケットのみとなります。
※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/）
　財団広報誌「文京アカデミースクエア」で随時お知らせいたします。

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）

 
掲載情報に関するお問合せ

 

10:00～19:00/土・日･祝休日も受付( (

人気作曲家、長生淳、中橋愛生、
西村朗による委嘱新作初演のほ
か、アンコン定番曲の演奏ポイン
トを解説付きで演奏。アンコン出
場者必聴コンサートです。

シビックホール＆シエナPresents

アンコン決定版コンサート
2020年 9/27 (日)　開演│15:00

小ホール

出　演 シエナ・ウインド・オーケストラ メンバー

photo:K.Miuraphoto:K.Miura

2/22(土)発売チケット
一般 1,000円　
学生 　 500円　

料　金

オーケストラ・アンサンブル金沢 in Bunkyo
2020年 10/25 (日)　開演│15:00
文京区と金沢市の友好交流都市
協定締結を記念した特別演奏会。
豪華出演者と名曲プログラムで
20周年フィナーレを飾ります。

1/11(土)発売チケット
S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円　
学生割引 S席3,000円　A席2,500円 ※学割は2/11（火・祝）より販売

料　金

指　揮 原田慶太楼
ヴァイオリン 大谷康子
ピアノ 横山幸雄 管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢

ヴィヴァルディ／「四季」より“春”“冬”
ショパン／ピアノ協奏曲第2番
メンデルスゾーン／交響曲第4番「イタリア」　ほか

曲　目

大ホール

高度なテクニックの舞、壮大な舞台
装置と豪華な衣装。クラシックバレ
エの最高峰と謳われる夢の世界へ。

　
牧阿佐美バレヱ団
「眠れる森の美女」
2020年 10/3 (土)、 10/4 (日)　開演時間は後日発表

大ホール

指　揮 デビット・ガルフォース
演　奏 東京オーケストラMIRAI

牧阿佐美バレヱ団出　演

総監督
演出･振付

三谷恭三
テリー・ウエストモーランド(マリウス・プティパ原振付による）

5/10(日)発売チケット
S席 11,000円　A席 8,000円　B席 5,000円　Ｃ席 3,000円　
S席ペア 20,000円　A席ペア 15,000円　B席ペア 9,500円
学生割引 A席 5,000円　B席 3,000円　※学割は6/10（水）より販売

料　金
美　術 ロビン・フレーザー・ペイ

4歳から入場可

「3公演セレクトチケット〈第2弾〉」 「3公演セレクトチケット〈第2弾〉」 「3公演セレクトチケット〈第2弾〉」 発売！発売！発売！

販売期間販売期間 2020年 1月12日（日）10:00～
6月6日（土）19:00まで
2020年 1月12日（日）10:00～
6月6日（土）19:00まで
2020年 1月12日（日）10:00～
6月6日（土）19:00まで

20周年記念公演ラインアップから後半の目玉 3 公演をお好きな組み合わ
せでお得にご購入いただける「 3公演セレクトチケット<第2弾>」を販売。
この機会をお見逃しなく！

  6/7   「山田和樹×東京混声合唱団」
  7/12「トリオ・リベルタ in Bunkyo」
10/25「オーケストラ・アンサンブル金沢
　　　   in Bunkyo」

周年記念 特別企画

「3公演セ「3公演セ「3公演セ「3公演セ「3公演セ「3公演セ「3公演セ
周

※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。
※3公演とも学割料金を設定しておりますので、学生の方は学生割引を
　ご利用ください。ただし、セレクト割引と学生割引の併用はできません。
購入方法購入方法 シビックチケット 03-5803-1111のみで取扱い

（電話予約／窓口）

Point1Point1
2公演同時購入で
チケット価格を割引！
3公演同時購入で
さらに割引！

Point2Point2
組み合わせ
買い方は
自由自在！

Point3Point3
発売初日から
お席を選んで

購入いただけます！

対象公演 （※公演ごとにＳ、Ａ、Ｂ席をお選びいただけます）対象公演 （※公演ごとにＳ、Ａ、Ｂ席をお選びいただけます）

割引価格割引価格
 6/7「山田和樹 × 東京混声合唱団」

7/12「トリオ・リベルタ in Bunkyo」

10/25「オーケストラ・アンサンブル金沢 in Bunkyo」

2公演セット 3公演セット
3,100 円 2,900 円
2,200 円 2,100 円

2公演セット 3公演セット
3,600 円 3,400 円
2,700 円 2,500 円

2,700 円 2,500 円

2公演セット 3公演セット
4,500 円 4,200 円
3,600

円
円 3,400 円

Ｓ席
Ａ席

Ｓ席
Ａ席

Ｂ席

Ｓ席
Ａ席

通常料金
3,500円
2,500円

通常料金
4,000円
3,000円

3,000円
円
円5,000

4,000

通常料金

これまでソロ、デュオ、ビッグバンド、オーケ
ストラなど、多様なスタイルで登場した
小曽根真が、20周年を祝してスペシャルな
ステージを披露します。

小曽根真スペシャルコンサート
2020年 9/24 (木)　開演│19:00

大ホール

4/26(日)発売チケット
SS席 6,000円　S席 5,000円　
 A席 4,000円　

小曽根真小曽根真
©中村風詩人©中村風詩人

料　金
出　演 小曽根真



文京シビックホールは、おかげさまで20周年

　文京シビックホールの20周年記念事業のフィナーレ
を飾るのが、オーケストラ・アンサンブル金沢（OEK）の
特別公演。注目の俊英指揮者とキャリア豊富な人気ソ
リストがタッグを組んで名曲を奏でる、濃密かつ興味深
いコンサートだ。

　OEKは、岩城宏之の強いリーダーシップのもと、石川
県と金沢市によって1988年に設立された、日本初のプ
ロの常設室内管弦楽団。世界からの団員募集、座付き
作曲家の導入、2001年来の拠点・石川県立音楽堂と
一体化した公演、定期的な国内各地での公演や積極的
な海外公演、90枚を超える録音……など新たな視座に
よる活動で名を馳せている。いわば日本屈指の“ハイクオ
リティな個性派”。その演奏は、室内管ならではの緻密な
合奏力と自発性豊かな表現力が魅力をなしている。

　指揮は原田慶太楼。1985年東京に生まれ、17歳で
単身渡米した彼は、現地でシンシナティ響＆同ポップス
等のポストを歴任し、オペラやシネマ・コンサートでも実
績を重ねるなど、邦人指揮者の新たな姿を示している。
近年は日本でも、NHK交響楽団、読売日本交響楽団、
東京フィルハーモニー交響楽団ほか多数の楽団に客
演。柔軟な発想と明快な構築で生気溢れる音楽を生み
出す彼が、緻密な国際派のOEKを振っていかなる演奏
を聴かせるか？ すこぶる楽しみだ。

　文京シビックホールの20周年記念事業のフィナーレ
を飾るのが、オーケストラ・アンサンブル金沢（OEK）の

 オーケストラ･アンサンブル金沢
in Bunkyo

　ソリストはまずヴァイオリンの大谷康子。2020年にデ
ビュー45周年を迎える彼女は、テレビ出演等を含めた
八面六臂の活動を続け、華のあるステージ、深く温かい
演奏で人気を集める実力派。そしてピアノの横山幸雄。
1990年ショパン・コンクールでの日本人最年少入賞か
ら30周年を迎える彼は、クリアな美音と明確な表現を
武器に、トップ奏者として活躍を続けている。この二人
のソロとオーケストラとのコラボもむろん聴きものとなる。

　プログラムはメロディアスで華やかだ。ヴィヴァルディ
の「四季」の「春」「冬」は、大谷のソロとOEKメンバーと
の絡みが興味津々。メンデルスゾーンの交響曲「イタリ
ア」は、OEKの技量発揮に相応しく、原田のタクトで彼
らがいかに躍動するか？にも熱視線が注がれる。後半
は、同じく「真夏の夜の夢」の「スケルツォ」が軽妙に表
出され、ショパンの「ピアノ協奏曲第２番」へ。青年時代
のフレッシュな感性が詰まった名作を、ショパンが十八
番の横山と原田&OEKの清新なコンビで聴けば、曲の
魅力の再発見に誘われるに違いない。
　なお文京区は2019年８月に金沢市と友好交流都
市協定を締結した。すなわち本公演は、新時代へのス
タートを飾るに相応しいコンサートでもある。

オーケストラ・アンサンブル金沢 in Bunkyoオーケストラ・アンサンブル金沢 in Bunkyoオーケストラ・アンサンブル金沢 in Bunkyo
日　時 2020年10月25日（日）15:00開演 指　揮 原田慶太楼

ピアノ 横山幸雄 管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢
～Program～ ヴィヴァルディ／「四季」より“春”“冬”

メンデルスゾーン／交響曲第4番「イタリア」、真夏の夜の夢「スケルツォ」
ショパン／ピアノ協奏曲第2番

ヴァイオリン 大谷康子

日本屈指の
“ハイクオリティな個性派” 
室内管弦楽団

曲の魅力を再発見

注目の俊英指揮者と
キャリア豊富な人気ソリスト

2020年
10月25日（日）
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Pick Up

文：柴田克彦

原田慶太楼 大谷康子 横山幸雄
©Claudia Hershner©Claudia Hershner ©Masashige Ogata©Masashige Ogata ©アールアンフィニ©アールアンフィニ



　文京シビックホールは、2020年3月に開館20周年を迎えます。文京公会堂の後継施設として2000年3月にオープンして以来、多くの
国内外一流アーティストを迎え、当ホールならではの特色ある公演をお届けしてまいりました。また芸術団体との協働にも積極的に取り組
み、2000年には東京フィルハーモニー交響楽団、2007年に太鼓芸能集団 鼓童、2010年にシエナ・ウインド・オーケストラ、2014年に
牧阿佐美バレヱ団と事業提携し、独自のプログラムを企画制作しています。
　20周年を迎えるにあたり、これまでの歴史を礎に、皆様に幅広く芸術文化に触れ、楽しんでいただける記念公演をラインアップいたし
ました。新しい時代、令和と共にスタートする文京シビックホールの20周年記念公演をどうぞお楽しみください。

公益財団法人文京アカデミーは、文京区とともに、4団体との事業提携を通
じ、さらなる文化芸術振興につとめています。

東京フィルハーモニー交響楽団 太鼓芸能集団 鼓童

シエナ･ウインド･オーケストラ 牧阿佐美バレヱ団

©岡本隆史

©鹿摩隆司Photo:K.Miura

©K.Miura

提携団体提携団体

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）

 掲載情報に関するお問合せ  

文京シビックホールは、おかげさまで20周年

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

内




