
18th  
  Piano Concert

日時　　2011 年 3 月 13 日（日）
　　　　第１部  10 : 30  ～  13 : 10
　　　　 第２部  13 : 40  ～  16 : 10
会場　　欅のホール　小ホール



ごあいさつ

「言葉をつかうというのはね、心をつかうということよ。」
先日、郷里の母と電話で話しているときのこと、母が申しました。
自分の中で、その言葉にハッとするものがありました。

　北京五輪開会式に続き、オバマ大統領のノーベル平和賞授賞式でも
演奏した中国人ピアニストのランランが、「のだめカンタービレ」の
主人公のだめの演奏の吹き替えをしました。
ランランは この作品に共感していたので、のだめがよく弾けない場面
の吹き替えも買って出たそうです。
そのランランが主人公を演じた上野樹里さんにアドバイスをしたのが
「瞬間を楽しむことと腕に力を入れないことが大事。頭の中に浮かん
だメッセージを感じ取ってから指に流し込むという作業をすればい
い。演奏するときは、一音一音に気持ちをこめることが大切なんで
す。」

「音楽」は世界共通の言葉です。
さて、心からのメッセージを、指先に流し込むことが出来るでしょう
か。
自分に与えられた、その瞬間を大いに楽しみましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田代　稚恵美



1 有賀　文音 （年少） ( ドナルドおじさん アメリカ民謡
ぶんぶんぶん ボヘミア民謡

2 北川　真衣 （年中） ( おひるね 佐藤　敏直
かわいい犬 バスティン

3 秋葉　れい （小１） 悲しいワルツ 中田　喜直

4 伊東　彩声 （小１） ( おばけやしきロック D.K.
ガラスのくつ ギロック

5 北川  莉子 （小１） ( おもちゃのダンス ギロック
ソナチネ ヴァンハル

6 秋葉　里緒 （小２） フランス人形 湯山　　昭

（ソ　　ロ）（ソ　　ロ）
新　関　　愛　子
　　　　　　　　　エンターティナー Scott Joplin   　  作曲

Atsushi Nomura  編曲
（ 室内楽 ）

新　関　　愛　子 桜　田　　　　悟　（vl）
（東京音楽大学　器楽科　バイオリン専攻3年）

　　　　　　　　ソナチネ　第５番　第１楽章 ベートーヴェン　作曲

（ 母子室内楽 ）（ 母子室内楽 ）
伊　東　　彩　声　　　 　伊　東　　和　奏　　  　伊　東　　美　和（vl）
　　　　　　　　組曲「惑星」より　ジュピター　　 ホルスト　　　　作曲

（ 室内楽 ）
石山　　　　　澪 桜　田　　　　悟　（vl）
　　　　　　　　「魔女の宅急便」より　晴れた日に 久石　　譲 　　  作曲

（ 室内楽 ）
秋　谷　　知　里 桜　田　　　　悟　（vl）
　　　　　　　　「風の谷のナウシカ」　シンボル・テーマソング 細野　晴臣  　 　作曲

（ なかよし連弾）
遠　藤　　怜　奈 櫻　井　　望　登
　　　　　　　　きつつきの歌 湯山　　昭 　　  作曲

はじめのことば 北　川　　莉　子

☆*。.:*:・*・。.☆*。.:*:・*・。.☆*。.:*:・
*・。.☆*。.:*:・*・。.

　第　一　部　 開場　AM10:15

[オープニングアンサンブル]
開演　AM10:30

   



7 木村　柚希 （小２） ( 優しい歌 N.リュバルスキー
アルゼンチン ギロック

8 塩田　啓人 （小３） ( 骸骨達の陽気な行進 平吉　毅州
土人の踊り 中田　喜直

9 遠藤　怜奈 （小３） ( いたずらっ子のプレリュード 奥村　　一
レモンスカッシュに浮かぶ月 湯山　　昭

10 関　陽菜乃 （小３） ( ノルウェーからのそよ風 尾高　惇忠
小人のパレード 福島　道子

11 栗原　奈央 （小３） ( カードマジック 安倍　美穂
ロンド・ダンス カバレフスキー

12 櫻井　望登 （小３） ソナチネ　第１楽章 ギロック

13 岩佐　優花 （小５） ( 雲の散歩 池辺晋一郎
騎士のお話 J.G.

14 須田　敦大 （小５） ( 戦士のおどり カバレフスキー
アレグロ・ジェットコースター 湯山　　昭

15 石山　　澪 （小５） 夏の夜 カスキ

16 塙　　樹里 （小５） 木曜日のソナチネ　第１、３楽章 湯山　　昭

17 関　菜々子 （小６） ( 秋のセレナーデ 兼田　　敏
落ち葉　イ短調 ケーリング

18 夏井　瑛葉 （小６） はくちょう 田中カレン

19 秋谷　知里 （小６） 「子供の領分」より　雪は踊っている ドビュッシー

20 須田　雄仁 （中Ⅰ） ヴェネチアの舟歌　Op.30-6 メンデルスゾーン

21 北川　知恵 （大人） アラベスク・センチメンタル ギロック

22 梅澤真実愛 （中Ⅰ） プレスト・アジタート メンデルスゾーン

23 佐藤　駿介 （中２） 「抒情小曲集」より　鐘の音 グリーグ

24 木下　陽子 （中２） ノクターン 第21番 ハ短調 遺作 ショパン

25 清水　亮子 （大人） 「謝肉祭」より シューマン
　キアリーナ　ショパン　エストレラ

26 濱垣　奏子 （中２） 「抒情小曲集」より　子守歌 グリーグ

27 山手　　純 （大人） 「５つのロマンティックな小品」より　 シベリウス
　　ロマンティックな情景　Op.101-5



[特別出演]

[特別出演]

桜　田　　　　悟桜　田　　　　悟
（東京音楽大楽　器楽科　バイオリン専攻３年）

芦　谷　　ゆ　ふ芦　谷　　ゆ　ふ
（桐朋学園大学　音楽学部３年）

[芦谷ゆふプロフィール][芦谷ゆふプロフィール]

1999年 ピティナピアノコンペティション　全国決勝大会奨励賞受賞
2000年 日本演奏家コンクール本選３位（１位なし）、入賞者記念コンサート出演
2001年 横須賀ベイサイドポケットコンクール３位
2007年 ロゼピアノコンクール３位、入賞者記念コンサート出演
同　  年 日本クラシック音楽コンクール　全国大会５位入賞（１.２.３位なし）
2008年8月 ザルツブルグモーツァルテウム音楽大学夏季国際アカデミーマスタークラス受講
2008年 大阪国際音楽コンクール入選

今までに、渡部由記子、北川暁子、森川有子の各氏に師事
現在、木村徹先生に師事。

花束贈呈 須　田　　敦　大　

おわりのことば 伊　東　　彩　声
[アナウンス担当]
佐　藤　　菜奈子
佐　藤　　美　緒
夏　井　　瑛　葉

28 佐藤　美緒 （高Ⅰ） 「前奏曲 第２集」より　 ドビュッシー
　　風変わりなラヴィーヌ将軍

29 小澤里穂野 （高Ⅰ） 「森の情景」より　 シューマン
　　なつかしい風景、予言の鳥

30 佐藤梨里伊 （高３） 「ベルガマスク組曲」より　メヌエット ドビュッシー

31 高橋　智子 （大人） レントよりおそく ドビュッシー

32 佐藤菜奈子 （大２） ノクターン　第３番 フォーレ



（ 室内楽 ）
石　橋　　彩　花 桜　田　　　　悟　（vl）
　　　　　　　　　　　夢のあとに フォーレ　　  作曲

（ 室内楽 ）
池　田　　薫　帆 桜　田　　　　悟　（vl）
　　　　　　　　 　　「耳をすませば」より　カントリー・ロード Bill Danoff,Taffy Nivert

＆John Denver  作曲
（ 母子連弾）

上　田　　萌　莉 上　田　　紀　子
　　　　　　　　　　　優雅なワルツ 尾高　惇忠  　 作曲

（ ６手連弾 ）
佐　藤　　輝　季 　　　　　石　井　　美　有　　　　　片　岡　　優　花
　　　　　　　　　　　ウィンナーソーセージワルツ 湯山　　昭      作曲

（ 母子連弾）
梅　　　　眞一朗 梅　　　　昌　子　
　　　　　　こんぺいとうと踊るシュガーランド王国のマチャ姫 上　　明子      作曲

はじめのことば 石　井　　美　有

第　二　部　　　
開演　PM1:40

[オープニングアンサンブル]

☆*。.:*:・*・。.☆*。.:*:・*・。.☆*。.:*:・
*・。.☆*。.:*:・*・。.

1 梅　　昌大 （年少） ( ちいさな こてきたい 轟　　 千尋
大きな消防車 バスティン

2 鷲谷慎之助 （年中） ( インディアンがとおる 若色　充恵
かわいい舞曲 F. スピンドラー

3 清水　奏子 （年中） ( ガボット グルリット
春になったら 平吉　毅州

4 石井　美有 （年中） 冬のソナチネ　第１、３楽章 バスティン

5 中村　美結 （年長） ( ダンス 外国曲
いろえんぴつならんだ 轟　　 千尋

6 影山　裕奈 （年長） ( 楽しい小品 D.G. テュルク
ちょうちょのワルツ しもまきやすこ

7 神保和花乃 （年長） ( ドイツのおどり ベートーヴェン
ハロウィンのお化け バスティン



8 稲垣　光希 （小１） ( ソナチネ　Op.36 A.ゲジケ
宇宙探検 田丸　信明

9 鷲谷　莉子 （小Ⅰ） ( 小さなお花のバレー 中田　喜直
まほうのふえ モーツァルト

10 大西　和歌 （小Ⅰ） ( 雲,あかね色・・・・・・ 池辺晋一郎
こわれたトランペット 渡部　賢士

11 新田　彩桜 （小Ⅰ） ( バレリーナの悲しみ 平吉　毅州
クリスタルなセレナーデ 湯山　　昭

12 佐藤　輝季 （小Ⅰ） ( ピエロ カバレフスキー
ウクライナ民謡による６つの変奏曲 カバレフスキー

13 上田　萌莉 （小２） 蝶々 ゲール

14 片岡　優花 （小２） ( 鬼のお祭り 湯山　　昭
エチュード・アレグロ 中田　喜直

15 中島　結音 （小２） 古典形式によるソナチネ　第１、３楽章 ギロック

16 稲垣　朱音 （小３） チューリップのラインダンス 平吉　毅州

17 石橋　彩花 （小４） ルーマニア民俗舞曲より　1、2、5、6 バルトーク

18 梅　眞一朗 （小４） 「ああ、お母さん聞いて」による12の変奏曲より モーツァルト
　　　　　　Thema.1、2、5、8、12

19 中村　圭佑 （小５） シャコンヌ デユラン

20 池田　薫帆 （小６） 「抒情小曲集」より　パック グリーグ

21 今村　樹乃 （中Ⅰ） 「謝肉祭」より　前口上 シューマン

22 坂本　菜帆 （中Ⅰ） 秋 シャミナーデ

23 齋藤　伶美 （中Ⅰ） 組曲 Op.14より　スケルツォ バルトーク

24 有永　茜音 （中Ⅰ） 「詩的な音画」より　バッカナール ドヴォルザーク

25 古里　彩乃 （中２） 「６つの小品」より　スケルツォ チャイコフスキー

26 森下真里奈 （中３） 「版画」より　雨の庭 ドビュッシー

27 中山　康代 （大人） 「幻想曲集」より　 ブラームス
　　カプリッチョ Op.116-1　Op.116-7



花束贈呈 今　村　　樹　乃

ごあいさつ 田　代　　稚恵美

おわりのことば 中　島　　結　音
[アナウンス担当]
齋　藤　　伶　美
池　田　　薫　帆
石　橋　　彩　花

[特別出演]

[特別出演]

日　下　　美　穂日　下　　美　穂
（桐朋学園大学　音楽学部２年）

[日下美穂プロフィール][日下美穂プロフィール]

ピティナピアノコンペティション 全国決勝大会第２位。
これまでに（天才ピアニスト デビット・ヘルフゴットの半生を描いた感動作）映画「シャイ
ン」のプロモーションT.V.に出演
東京芸術大学オーケストラと共演
2009年 イギリス、ドイツでの演奏会に出演
現在　村上弦一郎氏に師事

田　代　あかり田　代　あかり
（東京音楽大学　器楽科　ピアノ演奏家コース３年）

[田代あかりプロフィール][田代あかりプロフィール]

1999年 ピティナピアノコンペティション 全国決勝大会 ベスト賞受賞
2007年 ヤングアーチストピアノコンクール　銅賞受賞
2009年 第18回 ちば音楽コンクール F部門 ３位
2010年 ブタペスト リスト音楽院での演奏会に参加

今までに、渡部由記子、角　聖子、鵜木日土実、御木本澄子の各氏に師事。
アレキサンダー・イェンナー氏のレッスン、マティアス・キルシュネライト氏の
マスターコース受講。
現在、播本枝未子、倉沢仁子、藤田　尚の各氏に師事。



欅のホール

愛宕神社前

野田局
〒 文

中央小

愛宕駅

キノエネ醤油

欅のホール

［電話番号］　      04-7123-7809 

［所 在 地］　 　  千葉県野田市中野台168-1

［交通機関］　  　愛宕駅まめバス停より
　　　　　　   　　　まめバス北、新北、中、南、新南ルート（所要時間３分）
                   　   　「欅のホール」バス停から徒歩１分
                   　    　 茨急バス「欅のホール」バス停から徒歩１分
                     　　   愛宕駅から徒歩１３分、野田市駅から徒歩１５分

豊かな心は

美しい音楽から

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@hyper.ocn.ne.jp

後援

ヤマハ銀座店　
　　　　東京都中央区銀座7-9-14
             TEL 03-3572-3132

河合楽器製作所柏市店　
　　　　千葉県柏市十余二380-21
             TEL 0120-33-5978

http://idisk.mac.com/ctpstudio/Public/Piano/index.html
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