
明治大学留学生 各位 ２０１９年４月２３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.２０１９年５月１１日（土） 開演時間 18時（開場 17時）

Ｂ.２０１９年５月１７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：エド・デ・ワールト

ピアノ：ロナルド・ブラウティハム

 ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73「皇帝」

 ジョン・アダムズ／ハルモニーレーレ

Ｂ.指揮：ネーメ・ヤルヴィ

 シベリウス／アンダンテ・フェスティーヴォ

 トゥビン／交響曲 第5番 ロ短調（1946）

 ブラームス／交響曲 第4番 ホ短調 作品98 

招 待 者 数: Ａ：２０名 Ｂ：１０名（先着順）

申 込 締 切: Ａ：２０１９年 ５月６日（月）１7：00迄

Ｂ：２０１９年 ５月１３日（月）17：00迄

申 込 方 法: Oh-o!Meijiのアンケート機能にてお申込みください。

●アンケートのタイトル:Application for ＮＨＫ Concert / N響コンサートへの申込

●回答開始時刻：2019年4月24日 13：00～

●アンケートへの回答は先着60名で締め切ります。

また，当選された方のみに，「招待決定通知」メールをお送りします。

注) より多くの方にご鑑賞頂ける様、２０１９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。

●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 ０３-３２９６-４１４１



To All International Student April 23, 2019

Schedule: Ａ. May 11,  ２０１9 （Sat） 18:００ （Entrance Time 17:00）

Ｂ. May 17,  ２０１9 （Fri） 19:００ （Entrance Time 18:00）

Location:     ＮＨＫ Hall （Shibuya-ku, Tokyo）

Program: Ａ. Edo de Waart, conductor
Ronald Brautigam, piano
 Beethoven / Piano Concerto No.5 E-flat major op.73 

“Emperor”
 John Adams / Harmonielehre (1985) 

Ｂ. Neeme Järvi, conductor
 Sibelius / Andante festivo 
 Tubin / Symphony No.5 b minor (1946) 
 Brahms / Symphony No.4 e minor op.98

Number of Students Invited: Ａ. 20students Ｂ. 10students （first-come-first-served basis）

Application Period: Ａ: May 6 , ２０１9 (Mon) 17：00

Ｂ: May 13, ２０１9 (Mon) 17：00

Application Method:  Apply by the questionnaire through Oh-o! Meiji

 Questionnaire title: Application for ＮＨＫ Concert / N響コンサートへの申込

 Starting time of the questionnaire: From 13:00, April 24, 2019

 Maximum number of respondents for the questionnaire are 60 students.

“Notice of Determination” will be sent only to invited students

<Note> *In order to make as many students as possible to appreciate, 
we will primarily invite students who haven’t participated in this program 
for the academic year of ２０１9.  

● 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 : ０３-３２９６-4141


