
       
24
    Piano
Concert

日時　　2017年2月18日（土）
　　　　第１部 10:30～13:00
　　　　第２部 13:30～16:00
会場　　欅のホール 小ホール

田代稚恵美ピアノ教室
C.TASHIRO PIANO STUDIO

〒270-0115 
千葉県流山市江戸川台西3-110-1 
TEL/FAX  04-7152-9379
E-Mail:ctashiro-akatsuki@tirara.ocn.ne.jp
http://ctashirops.org/index.html

後援

ヤマハリテイリング銀座店　
　　東京都中央区銀座7-9-14

             TEL 03-3572-3132

河合楽器製作所柏支店　
　　千葉県柏市十余二380-21

             TEL 0120-33-5978

欅のホール 小ホール

　　野田市中野台168番地の1

　　Tel/04-7123-7818
　　http://www.keyakinohall.jp

はじめのことば 沼田　若菜

1 大賀　智水 （年中） セニョリータ/バスティン

2 京藤希恵瑠 （小１）（ かわいい舞曲/スピンドラー
エオリアン・ハープ/ギロック

3 長谷川朋洋 （小１） 夕ぐれのひつじ雲/後藤ミカ 

4 坂本百合彩 （小２）（ ぜんまいじかけのお人形/ショスタコーヴィチ
クレープ・シュゼット/湯山　昭

5 沼田　若菜 （小２） 音楽の玉手箱（オルゴール）/リャードフ

6 有永　音羽 （小３） 「前奏曲と２つのマズルカ」より
前奏曲　　　　　　　/A.グラズノフ

7 片山　　紬 （小３） ソナチネ Op.13-1 第１楽章
（村木裕子先生門下） 　　　　　　　　　　/カバレフスキー

8 寺田　　煌 （小４） 「ピアノのために」より トッカータ
　　　　　　　　　　/ドビュッシー

9 梅　　昌大 （小４） ソナチネ 第１楽章/ハチャトウリャン

10 北川　愛梨 （小５） ワルツ Op.34-3/ショパン

11 石井　美有 （小５） 「ピアノのために」より プレリュード
　　　　　　　　　　/ドビュッシー

12 阿部麻菜美 （小６） 即興曲第１番 変イ長調 Op.29
　　　　　　　　　　/ショパン

13 沼田　遥菜 （小６） 風の悲しみ/新実徳英

14 影山　裕奈 （小６） 民謡の旋律による３つのロンドより
第１楽章　　　　　   /バルトーク

15 稲垣　光希 （中１） アンダルシアの赤い風/新実徳英

16 新田 彩桜 （中１） ピアノ ソナータ 第２番 第１楽章
　　　　　　　　　/宍戸睦郎

17 稲垣　朱音 （中３） プレリュード Op.57-1/リャードフ

18 寺田絵梨花 （高３） 「ウィーンの謝肉祭の道化」より
フィナーレ                  /シューマン

特別出演 Saxophone ensemble

　　　　　海老原恭平　　　　　田代あかり

特別出演 Piano

　　　　　芦谷　ゆふ

花束贈呈 長谷川朋洋
講師ご挨拶 田代稚恵美
おわりのことば 北川　愛梨

 　　 [アナウンス担当] 寺田絵梨花　松永偲歩　上田結鈴　



💫 🌟 　第　一　部　🌟 💫

オープニングアンサンブル

      [　　連弾　　]

1 松永　啓佑 カーニバルがやってきた/平吉毅州松永　朋子

2 中村　美結 「ドリー組曲」より キティワルツ/フォーレ中村　英子

3 松永　偲歩 スケルツォ Op.149-6/ディアベリ
齋木　桜子 子猫のジャズワルツ/湯山昭

　　[  Violin＆Piano  ]

4 北川　知恵 Asian Roses /葉加瀬太郎
5 大村　　響 素晴らしき日々へ/岩代太郎

　　[ Saxophone＆Piano  ]

6 鈴木日向子 「となりのトトロ」より 風の通り道/久石讓
7 上田　結鈴 愛の挨拶/エルガー
8 大西　和歌 夢破れて/シェーンベルク

　　[  Violin＆Piano  ]

9 大村　　栞 真田丸 メインテーマ/服部隆之
10 服部　　葵 白鳥/サン＝サーンス

　　　　　　　　　　　Violin　桜田　　悟
　　　　　　　　 Saxophone　海老原恭平

はじめのことば 松永　啓佑

6 鳥居　遼人 （小２）（ 仮面舞踏会/ギロック
村の夕暮れ/J.ミュルデル

7 増田　　結 （小２） 「放課後のソナチネ」より
1.終わりのチャイム 3.何してあそぶ？/安倍美穂

8 川口　夢月 （小３） じゃれて、甘えて、親猫仔猫/平吉毅州

9 大村　　響 （小３） ショパン風マズルカ/クログルスキ

10 石井　夏月 （小３）（ ピンポンジャンプ/安倍美穂
ワルツOp.38-7/グリーグ

11 有賀　文音 （小４） ロンド トッカータ/照屋正樹

12 北川　真衣 （小５） 「24の前奏曲」より 24.ヘ短調
　　　　　　　　　　　　/芥川也寸志

13 松永　偲歩 （小５） 「ホルベルク組曲」より 前奏曲
　　　　　　　　　　　　/グリーグ

14 齋木　桜子 （小５）（ クラコヴィアク/シマノフスキ
海のノクターン/G.オースティン

15 大村　　栞 （小５） カプリス Op.24-3/シベリウス

16 中村　美結 （小６） ソナチネ Op.13-1 第１楽章
　　　　　　　　　　　　/カバレフスキー

17 上田　結鈴 （小６） 「ベルガマスク組曲」より プレリュード
　　　　　　　　　　　　/ドビュッシー

18 神保和花乃 （小６）（ ハイドンの名によるメヌエット/ラヴェル
左寄りの舞曲/吉松隆

19 服部　　葵 （中１） 詩人の心 Op.52-3/グリーグ

20 鷲谷　莉子 （中１） さすらい人 Op.30-4/メンデルスゾーン

21 秋葉　れい （中１） 歌と踊り 第６番/モンポウ

22 大西　和歌 （中１） 即興曲第１５番 エディット・ピアフを讃えて
　　　　　　　　　　　　　　 /プーランク

23 北川  莉子 （中１） ロマンス/ルビンシュタイン

24 三輪　駿介 （大２） 公園でのロンド/セブラック

25 小松菜津美 （大人） 献呈/シューマン＝リスト

特別出演 Violin ensemble

　　　　　桜田　　悟　　　　　田代あかり

花束贈呈 鳥居　遼人
おわりのことば 大村　　響

 　　 [アナウンス担当]  石井美有　秋葉れい　大村　栞　

💫 🌟 　第　二　部　🌟 💫

オープニングアンサンブル
      [　　連弾　　]

1 片山　　紬 スペイン舞曲Op.12-3/モシュコフスキー有永　音羽

2 梅　　昌大 「くるみ割り人形」より トレパーク
梅　　昌子 　　　　　　　 /チャイコフスキー

3 新田　彩桜 「動物の謝肉祭」より フィナーレ
田代あかり 　　　　　　　　/サン＝サーンス

　　[  Violin＆Piano  ]
4 寺田　　煌 チャールダッシュ/モンティ
5 沼田　遥菜 愛の悲しみ/クライスラー

　　[ Saxophone＆Piano  ]
6 沼田　若菜 いつか夢で/Sammy Fain &Jack Lawrence
7 北川　愛梨 前前前世/RADWINPS（野田洋次郎）
8 影山　裕奈 リベルタンゴ/ピアソラ

　　[  Violin＆Piano  ]
9 石井　美有 ツィゴイネルワイゼン／サラサーテ

　　　　　　　　　　　Violin　桜田　　悟
　　　　　　　　 Saxophone　海老原恭平

1 新関　愛子 （大人） ウィーン、わが夢の街
　/ズィーツィンスキー

2 石井　那月 （年少）（ぶんぶんぶん/チェコ民謡
幸せな魔女/バスティン

3 川口　心愛 （年少）（かわいいピアニスト/ツェルニー
とくい顔のプードル/バスティン

4 鈴木日向子 （小１）（パリの休日/ギロック
デジタルパズルゲーム/安倍美穂

5 松永　啓佑 （小１） 赤い月とこびとの踊り/平吉毅州
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