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5SHOBIの秋はイベント満載！
ミュージカル学科公演「SHOBI MUSICAL SPECIAL STAGE」をはじめ、各学科の毎年大人気の定期公演や、
声優学科が日頃の授業の成果を披露した「SHOBI声優学科パフォーマンスライブ」など
盛りだくさんのレポートをお送りします♪

〒113-0033 東京都文京区本郷4-15-9 お問合せ●広報部 TEL 03-3814-8746 E-mail c-kikaku@shobi.ac.jp

SHOBIオフィシャルホームページ●http://www.shobi.ac.jp/ SHOBI NET-TV●http://www.shobi.tv

このイベントでは、日本舞踊、パントマイム、ヴォーカル、朗読、ジャズダンスといった様々なジャン
ルの演目を披露。どれも将来声優として活躍するために必要な表現力・演技力を磨くために必要不可欠
なもので、すべてがSHOBI声優学科の授業科目となっています。
その成果を発揮し、ステージから飛び出しそうなほど迫力のあるパフォーマンスに、会場は大いに湧き
上がっていました。

ディプロマ フレッシュコンサート2016
［コンセルヴァトアール ディプロマ科 学科コンサート］2016.11/6 ＠尚美バリオホール

オーディションで選ばれた8名のソリストが、それぞれ研きあげてきた演奏を披露したコンサート
です。今回の「ディプロマ大賞（1位）」はクラリネットの佐藤 拓馬さんが受賞しました。
また、会場のお客さまにどの演奏に強い印象を受け感動したかを投票していただき、最も多く得票し
た演奏者に授与される「聴衆賞」は、ユーフォニアムの吉川 隼平さんが受賞しました。

電子オルガン演奏会〜クラシックの夕べ〜
［音楽総合アカデミー学科電子オルガン専攻 学科コンサート］2016.10/22 ＠尚美バリオホール

2台の電子オルガンの演奏に打楽器が加わり、迫力のある音楽をお届けしました。
重厚感のあるクラシックの定番曲から、耳馴染みのあるバレエ音楽など、全10曲を披露しました。
コンサートの最後には、すべての出演者がステージに上がってお客様にご挨拶し、客席からはあたた
かな拍手が送られました。

SHOBI MUSICAL SPECIAL STAGE 2016
［ミュージカル学科　定期公演］2016.10/8・9 ＠尚美バリオホール

「ぷりんせす おぶ ぼうるへっど 鉢かづき」を2年生が上演。
2011年の「MUSICAL EXPRESS」にて上演された作品が、ミュージカル学科講師の石川ちひろ先生
の演出によってリニューアルされました。
第二部は、ダンス＆ソング。入学して半年の1年生がエネルギッシュなダンスを踊ると、2年生は先
輩の貫禄を見せつける華麗なダンスを披露しました。

SHOBI声優学科 パフォーマンスライブ
［声優学科 学科ライブ］2016.11/6 ＠スタジオBUCA
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在学生・教職員・関係者の皆さんに、お届けするフライヤーです。
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Electronic Organ Live「STOP！クリスマス化」

ヴォーカル学科 学科ライブ

SHOBI VOCAL X'mas Live2016〜ひとあしはやいプレゼント〜❆
12.16(金) Open18:30 Start19:00

@高田馬場 CLUB PHASE［東京都豊島区高田 3-8-5 セントラル・ワセダ B1F］

各日 2,000円(別途ドリンク代 600円)

【後援】尚美ミュージックカレッジ後援会
【主催・問合せ】ヴォーカル学科(担当＊越川・高松) TEL●03-3814-2196

プロミュージシャン学科 学科ライブ

プロミュージシャン学科 LIVE❆
12.19(月) @池袋 RUIDO K3［東京都豊島区池袋 2-12-9 広瀬ビル B1］

料金、時間はお問い合わせください。

【主催・問合せ】プロミュージシャン学科(担当＊小宮山・河野・轟) TEL●03-3814-2336

音楽総合アカデミー学科 電子オルガン専攻 学科ライブ

Electronic Organ Live「STOP！クリスマス化」❆
12.24(土) Open17:00 Start17:30

@スタジオブーカ 1,000円(全席自由)

【主催】音楽総合アカデミー学科 電子オルガン専攻生
【後援】尚美ミュージックカレッジ後援会

【問合せ】ピアノ・電子オルガン学科(担当＊豊島) TEL●03-3814-2196

＊成澤・岡野

Breath
イベント情報メール
配信中！

次回のBreath発行と同時に、
Breath掲載のイベント情報を

キミの携帯／スマートフォン／PCに配信！
いつでもどこでも、

手軽に最新イベント情報を受け取れます！
ぜひ登録してねっ！

[登録方法] 件名に『メール配信希望』と入力し

メールアドレス c-kikaku@shobi.ac.jp まで

メールを送ってください。
受信する端末(携帯電話／スマートフォン／PC)にあわせて

読みやすいメールをお届けするため、
必ず本文に受信端末を記載してください！

イベント情報
2016

12.9(金) 〜12.24(土)

「文の京」の第九
（ロビーコンサート 18:15〜18:35）
※卒業生＆講師陣によるアンサンブル演奏を予定

文京シビックホール 大ホール
（東京都文京区春日1−16−21 文京シビックセンター内）

[A席]2,000円(全指定席) [B席]1,000円 (全指定席)

シビックチケット TEL●03-5803-1111（10:00〜19:00 土・日・祝も受付）
チケットぴあ（Pコード 302-289）TEL●0570-02-9999

【出演】指揮●大井 剛史　管弦楽●SHOBIシンフォニーオーケストラ

・チャイコフスキー／幻想序曲「ロメオとジュリエット」
・ベートーヴェン／交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱付」

独唱●坂井 美登里(Sop.)／奥野 恵子(Alt.)／佐々木 洋平(Ten.)／加藤 宏隆(Bar.)
合唱●「文の京」の第九合唱団／合唱指揮●相澤 直人

【主催】「文の京」の第九実行委員会

【共催】文京区／文京シビックホール(公益財団法人文京アカデミー)

【後援】東京ケーブルネットワーク(株)／東京商工会議所文京支部／文京区合唱連盟／文京人懇談会

【協賛】(株)アイ・アンド・イー／損害保険ジャパン日本興亜(株)

【協力】尚美ミュージックカレッジ専門学校

【お問合せ】「文の京」の第九実行委員会 TEL●03-3814-2813(日・祭日除く 9:00〜17:00)

管弦打楽器学科
学外出演

12.20(火)

Open18:00
Start19:00

❆

次回のBreath発行と同時に、
Breath掲載のイベント情報を

キミの携帯／スマートフォン／PCに配信！
いつでもどこでも、

手軽に最新イベント情報を受け取れます！
ぜひ登録してねっ！

[登録方法] 件名に『メール配信希望』と入力し

メールアドレス c-kikaku@shobi.ac.jp まで

メールを送ってください。
受信する端末(携帯電話／スマートフォン／PC)にあわせて

読みやすいメールをお届けするため、
必ず本文に受信端末を記載してください！

古典派

ダンス学科 定期公演

❆SHOBI DANCE Christmas Concert 2016「Jack in the box」

12.9(金) Open18:30 Start19:00

12.10(土) 1st stage Open12:30 Start13:00　2nd stage Open16:30 Start17:00 

@尚美バリオホール 各公演 1,000円(全席自由)

【構成・演出・振付】u-ichi
【振付】武井一仁／毛利あゆみ／大久保昌美／佐々木典子／HIDE ／TAKABO／山崎拓也／Yuko
【照明・音響・共催】音響・映像学科
【収録】SHOBI NET-TV
【後援】尚美同窓会／尚美ミュージックカレッジ後援会
【主催・問合せ】ダンス学科(担当＊武井) TEL●03-3814-8861

ピアノ・電子オルガン学科 学科ライブ

❆SOUND GROOVE 2016 Winter

12.10(土) Open17:00 Start17:30  @スタジオブーカ 500円(全席自由)

【主催】ピアノ・電子オルガン学科／音楽総合アカデミー学科
【協力】ポップスコンテンポラリー学科／管弦打楽器学科／SHOBI NET-TV
【後援】尚美ミュージックカレッジ後援会
【問合せ】ピアノ・電子オルガン学科(担当＊成澤・岡野) TEL●03-3814-2139

ピアノ・電子オルガン学科 公開講座

❆2016 横山幸雄 ピアノ演奏法講座 Vol.5「古典派」

12.12(月) Start17:00

@尚美バリオホール 1,000円(全席自由) ※SHOBI 在卒生は入場無料です。直接、会場にお越しください。

【協力】音楽総合アカデミー学科／管弦打楽器学科／コンセルヴァトアール ディプロマ科／SHOBI マスタークラス
【収録】SHOBI NET-TV
【後援】尚美同窓会／尚美ミュージックカレッジ後援会
【主催・問合せ】ピアノ・電子オルガン学科(担当＊成澤・岡野)TEL●03-3814-2139
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