
日時　　2020年2月24日（祝；月）
　　　　第１部 10:30～12:55（開場10:15）
　　　　第２部 13:20～16:00
会場　　取手ウェルネスプラザ　多目的ホール

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

　　Mail:ctashiro-akatsuki@tiara.ocn.ne.jp
　　http://ctashirops.org/index.html

　　取手市新町２丁目5-25

　　Tel /0297-71-2122
　　https://toride.wellness-plaza.com

取手ウェルネスプラザ多目的ホール

はじめのことば 川口　心愛

1 金子　　舜（年長） インドのとらがり/安倍美穂

2 高津心乃美（年長）（メヌエット/L.モーツァルト
リスさんこんにちわ/日下部満三

3 桜井　優凪（年長） ソナチネ Op.157-4 第２楽章
/スピンドラー

4 鈴木　琴子（小１）（クリスマスの夜に/大政直人
ギンナンはじけてどこいった⁈/平吉毅州

5 川口　心愛（小１） 音楽の玉手箱（オルゴール）/リャードフ

6 大賀　智水（小２） 木洩れ日のエチュード/轟千尋

7 早崎　里音（小３） 三つの星/ヴィラ＝ロボス

8 鈴木日向子（小４） ワルツ 第14番 ホ短調 遺作/ショパン

9 沼田　若菜（小５） エチュード Op.10-5 「黒鍵」/ショパン

10 川口　夢月（小６）（哀歌/尾高惇忠
トッカティーナ/香月修

11 有永　音羽（小６） ロンド・カプリッチョーソ Op.14
/メンデルスゾーン 

12 片山　　紬（小６） スケルツォ・ワルツ/シャブリエ
(村木　裕子先生門下）

13 梅　　昌大（中１） ２つのラプソディOp.79 より 第１番
/ブラームス

14 石井　美有（中２） バラード 第３番 変イ長調 Op.47
/ショパン

15 稲垣　光希（高１） 前奏曲 Op.23-5/ラフマニノフ

16 上田　萌莉 （高２） 超絶技巧練習曲 第10番 ヘ短調/リスト
(東京芸術大学附属高等学校）

17 寺田絵梨花 （大３） 忘れられた調べ 第２集より
プリマヴェーラ/メトネル

特別出演 Saxophone ensemble    ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨
　　　　　海老原恭平　　　　　田代あかり

特別出演 Vocal ensemble           ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨
　　　　　谷口　彩子　　　　　田代あかり

花束贈呈 鈴木　琴子
講師ご挨拶 田代稚恵美
おわりのことば 川口　夢月

 　　 [アナウンス担当]　松永　偲歩　　鈴木日向子　　
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6 長谷川巧実 （小２） じゃれて、甘えて、親猫仔猫/平吉毅州

7 鳥居　幸寧 （小３） ブラジルの休日/パーマー
（芦谷証子先生門下）

8 押田　匠真 （小３）（道化師/有馬礼子
冒険へのプレリュード/三宅悠太

9 京藤希恵瑠 （小４）（おかあさん あのね/日下部満三
タンゴリフィック/G.オースティン

10 松永　啓佑 （小４）（バラード/カバレフスキー
魔女の猫/ギロック 

11 長谷川朋洋 （小４）（こうま/田中カレン
冬のエチュード/湯山昭

12 佐々木優香 （小４） ソナタ  K.159/スカルラッティ

13 山本　果穂 （小５） 夕暮れのアラベスク/吉松隆

14 増田　　結 （小５） 春の足音/尾高惇忠

15 鳥居　遼人 （小５） ソフィアの踊り子/湯山昭

16 大村　　響 （小６）（数え直しのワルツ/吉松隆
ロンド…春ふたたび/吉松隆

17 石井　夏月 （小６） ナータ・ワルツOp.51-4/チャイコフスキー

18 松永　偲歩 （中２） 無言歌集　Op.38-6「デュエット」
/メンデルスゾーン 

19 大村　　栞 （中２） トッカータ Op.39/シャミナード

20 服部　　葵 （高１） エチュード Op.10-6/ショパン

21 鷲谷　莉子 （高１） 夜想曲 Op.54-4/グリーグ

22 三輪　駿介 （大人） 古いオルゴールが聴こえるとき
/セブラック

23 鶏内菜奈子 （大人） 「謝肉祭」より 前口上/シューマン

24 小松菜津美 （大人） 幻想曲 嬰へ短調 Op.28「スコットランド
ソナタ」第3楽章/メンデルスゾーン

特別出演 Piano solo                   ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨
　　　　　                    芦谷　ゆふ

花束贈呈 服部　　葵
おわりの言葉 　　　　　　　佐々木優香

 　　 [アナウンス担当]　石井　夏月　　沼田　若菜　　

💫 🌟 　第　二　部　🌟 💫

オープニングアンサンブル
      [　　連弾　　]

1
石井　夏月

ハッピー・バースデー・オムライス/大政　直人田代あかり

2 片山　　紬 「動物の謝肉祭より」化石　終曲
有永　音羽 /サン＝サーンス

　　[  Saxophone＆Piano  ]
3 大賀　智水 アンダー・ザ・シー/Alan Menken
4 佐々木優香 「ライオンキング」より 愛を感じて

/Elton John

　　[  Soprano＆Piano  ]

5 鈴木日向子 「魔笛」より 愛の喜びは露と消え
/モーツァルト

      [　　連弾　　]

6
石井　美有

キャンディード序曲/バーンスタイン芦谷　ゆふ

　　[  Soprano＆Piano  ]

7 沼田　若菜 春の声/ヨハン・シュトラウス二世
8 寺田絵梨花 歌の翼に/メンデルスゾーン 
　　[  Saxophone＆Piano  ]

9 上田　萌莉 幻想小曲集 Op.73 第1.2楽章/シューマン 
                   Soprano　   谷口　彩子                   Soprano　   谷口　彩子                   Soprano　   谷口　彩子                   Soprano　   谷口　彩子                   Soprano　   谷口　彩子
                   Saxophone  海老原恭平                   Saxophone  海老原恭平                   Saxophone  海老原恭平                   Saxophone  海老原恭平                   Saxophone  海老原恭平
                   Piano          田代あかり                   Piano          田代あかり                   Piano          田代あかり                   Piano          田代あかり                   Piano          芦谷　ゆふ
                   Soprano　   谷口　彩子                   Soprano　   谷口　彩子                   Soprano　   谷口　彩子                   Soprano　   谷口　彩子                   Piano　   　 田代あかり

💫 🌟 　第　一　部　🌟 💫

オープニングアンサンブル
　　[　　連弾　　]

1
松永　啓佑

ウィンナ ソーセージ ワルツ/湯山昭松永　偲歩
松永　朋子

2 新関　愛子
舞踏組曲「白鳥の湖」より　情景

桜田　　栞 /チャイコフスキー 

　　[  Saxophone＆Piano  ]

3 京藤希恵瑠 やさしさで溢れるように/金田晴香編曲
　　[  Soprano＆Piano  ]

4 早崎　里音 「コジ・ファン・トゥッテ」より
女も15になれば/モーツァルト 

　　[　　連弾　　]

5 大村　　響 「蜜蜂と遠雷」より　ムーン・メロディ
大村　　栞

　　[  Soprano＆Piano  ]

6 小松菜津美 うぬぼれ鏡/平井康三郎
　　[  Saxophone＆Piano  ]

7 服部　　葵 亡き王女のためのパヴァーヌ/ラヴェル
　　[  Soprano＆Piano  ]

8 有永　音羽 「蝶々夫人」より ある晴れた日に
（’19ベストアンサンブル賞） /プッチーニ

                   Soprano　    谷口　彩子
                   Saxophone　海老原恭平

はじめのことば 石井　那月

1 笠原万理奈 （年長）（ヘンゼルとグレーテル/フンパーディンク
アヒルのダンス/若色充恵

2 村岡　弦音 （年長）（きらきら星は夢の中/橋本晃一
ぶきょく/佐藤敏直

3 村岡　詩月 （小１）（ガボット/グルック
いわし雲のうた/池辺晋一郎

4 石井　那月 （小１）（わたし、ピアノすきかも♪/轟千尋
風のロンド/湯山昭

5 笠原　玲奈 （小２）（ 24の前奏曲より ト短調/芥川也寸志
版画のスケッチ/有馬礼子
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