
明治大学留学生 各位 2017年11月16日

ＮＨＫ交響楽団のご厚意により、定期演奏会に本学留学生が招待されます。
参加を希望する留学生は、下記のとおりお申し込みください。

記

招 待 日: Ａ.２０１７年１２月０２日（土） 開演時間 18時（開場 17時）

Ｂ.２０１７年１２月０８日（金） 開演時間 19時（開場 18時）

場 所: ＮＨＫホール (東京都渋谷区)

プログラム:

Ａ.指揮：シャルル・デュトワ ピアノ：ピエール・ロラン・エマール

 ラヴェル／古風なメヌエット

 ラヴェル／組曲「クープランの墓」

 ラヴェル／左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調

 ラヴェル／道化師の朝の歌

 ラヴェル／スペイン狂詩曲

 ラヴェル／ボレロ

Ｂ.指揮：シャルル・デュトワ ピアノ：ジャン・イヴ・ティボーデ

 ストラヴィンスキー／幻想的スケルツォ 作品3

 サン・サーンス／ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103「エジプト風」

 ストラヴィンスキー／バレエ音楽「火の鳥」（1910年全曲版）

招 待 者 数: Ａ:６名 Ｂ:１０名（先着順）

申 込 締 切: ２０１７年１１月２０日（月）１7：00迄

申 込 方 法: 国際教育事務室までメールにてお申込みください。

● タイトル:ＮＨＫ Concert（自分の名前）

● 内容:①希望の招待日ＡまたはＢ ②氏名 ③性別 ④国籍 ⑤学部 ⑥学年 ⑦学生番号

● 申込先メールアドレス: isupport@meiji.ac.jp

注) より多くの方にご鑑賞頂ける様、2017年度にこのプログラムに参加したことのない

学生を優先にご招待致します。

● 当選された方に，「招待決定通知」メールをお送りします。
● 演奏会当日は,学生証を持参し、会場入り口にて学生証を提示してください。
● 開演時間に余裕を持って来場してください。
● 招待が決まった学生は，欠席することのない様にしてください。

問 合 せ 先: 国際教育事務室 駿河台キャンパス：０３-３２９６-４１４１
和 泉 キャンパス：０３-５３００-１４７７



To All International Student November 16, 2017

Schedule: Ａ.  Decembeｒ ０２, 2017 （Sat） １8:００pm  （Entrance Time １7:００pm）

Ｂ. Decembeｒ ０８,  2017 （Fri） 19:００pm  （Entrance Time １8:００pm）

Location: ＮＨＫ Hall （Shibuya-ku, Tokyo）

Program: Ａ. Charles Dutoit, conductor / Pierre-Laurent Aimard, piano
 Ravel / Menuet antique 
 Ravel / “Le tombeau de Couperin”, suite 
 Ravel / Piano Concerto for the Left Hand D major 
 Ravel / Alborada del gracioso
 Ravel/Rapsodie espagnole
 Ravel/Bolero

Ｂ. Charles Dutoit, conductor / Jean-Yves Thibaudet, piano 
 Stravinsky / Scherzo fantastique op.3 
 Saint-Saëns / Piano Concerto No.5 F major op.103 “L’Égyptien”
 Stravinsky / “L’oiseau de feu”, ballet (complete in 1910 edition) 

Number of Students Invited: Ａ. 6students Ｂ. 10students （first-come-first-served basis）

Application Period: November 20 , ２０１7 (Mon) 17：00pm

Application Method:  Please apply to International Student Office by e-mail.

● E-mail title: ＮＨＫ Concert (Your name)

● E-mail text: ① The date of your choice (ＡorＢ) ② Your name ③ Gender 

④ Nationality ⑤ Faculty ⑥ School year ⑦ Student ID number

● E-mail address: isupport@meiji.ac.jp

<Note> *We would like to many students to participate, so we will primarily invite students who 
haven’t participated in this program for the academic year of 2017.  

● We will send e-mail ”Notice of Determination” to only invited students.
● Bring your Student ID Card on the day of the concert and show it at the entrance.
● Arrive early enough to be seated before the performance begins.
● Do not be absent without notice.

Contact: International Student Office,
Surugadai Campus : ０３-３２９６-４１４１ / Izumi Campus : ０３-５３００-１４７７


