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興味があることはトライして、
好きなことは心ゆくまで向き合って生きてきました。
これからも “予想外” を受け入れ、 楽しみながら日々歩
みを進めていけたらと思います。
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ーピアニスト 城 綾乃さんについてー
今回、 初めてご一緒させていただきます。
アウトリーチ （訪問コンサート） のご経験も
豊富ということで、 共演を通して、 きっとい
ろんな発見があると思うので、 とっても楽し
みです。
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 Profile Profile
日本音楽コンクールを始め、 国内外のコンクー
ルで受賞。 海外の音楽祭にも出演。 長岡京室
内アンサンブル、 アンサンブル九条山メンバー。
Ensemble Amoibe シリーズ主宰。 CHANEL 
Pygmalion Days 室内楽アーティスト。 京都
コンサートホール登録アーティスト。 京都市芸術
新人賞、 音楽クリティック ・ クラブ賞奨励賞、
青山音楽賞青山賞受賞。 日本コロムビアより
CD 「ヤナーチェク ：ヴァイオリン ・ ソナタ」 好
評発売中。
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ー今後お医者様として働く未来について－
今は、 あまり想像できません。
が、 ある時、 急に音楽生活に満足して、
突然医師を始めてしまうかもしれません。
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Doctor’ s licenseDoctor’ s license

ーお菓子作り中に考えることー
案外、 無心かもしれません。 ( 笑 )
でも気づいたら鼻歌歌ってたり。
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SweetsSweets

1950 年代、 60 年代のお洋服が
大好きです。
1950 年代、 60 年代のお洋服が
大好きです。

FashionFashion
ー好きなとこー
かっこいい！
ぎりぎり機内に持ち込める。

ー好きなとこー
かっこいい！
ぎりぎり機内に持ち込める。

ViolinViolin ヴァイオリンを始めるきっかけを教えてください。
もともと３歳頃からヤマハでエレクトーンを習っていました
が、 小器用で練習しなくても弾けると分かった途端サボリ
始め、 だんだん思うようにいかなくなって嫌になってきたと
ころ、 母親から差し出されたのがヴァイオリンでした。
とりあえず、 エレクトーンから逃げたくて始めました。 ( 笑 )
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憧れの人や好きな芸能人 ・ キャラクター

歌舞伎が大好きで、 片岡仁左衛門さんの大
ファンです。 お人柄は勿論、 芸の道における
精神性など、 尊敬しています。
キャラクターは、“うさまる” と “なまけたろう”
が好きです。
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A 巷では近現代、 中東欧の作品を演奏するイ
メージが強いようですが、 ベートーヴェンが
大好きです。

好きな作曲家 ・ お気に入りの曲Ｑ2

予定は未定。 思い立ったが吉日。
座右の銘や心に常に持っている言葉
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トークを交えたコンサートですが、
人前でのトークは得意ですか？

Ｑ3

お話が苦手 （滑舌が悪くて） なので、
楽器を弾いてごまかしていますが、
最近はコンサートでお話しすることも多
くなって少しずつ上達してきたはず…？
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ーヴァイオリン石上真由子さんについてー

石上真由子さんのヴァイオリンは、 聴いたその瞬間

からそのメッセージの強さに心を奪われます。 私も

その音楽の持つパワー、 世界観にすっかりのみ込

まれた内の一人です。 皆さんにとっても、 特別な

時間になることでしょう！
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 Profile Profile
兵庫県立西宮高等学校音楽科を経て、 東京藝術大学音楽部器楽科卒業。 第 7 回ショパン国際ピ
アノコンクールin Asiaを始め、多くのコンクールで受賞。 平成19年度公共ホール活性化事業フォー
ラムアーティスト。 これまでに藝大フィルハーモニア、 日本センチュリー交響楽団等と共演。 東京藝
術大学音楽部非常勤講師 ・ 伴奏助手。
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