
16th
  Piano Concert

日時　　2009年3月15日（日）
　　　　第１部　AM 11 : 00 ~ PM  1 : 15
　　　　第２部　PM  1 : 35 ~ PM  3 : 55
会場　　さわやかちば県民プラザ　ホール



 

 

ごあいさつ 

 

 

 

三島由紀夫が、彼の戯曲『鹿鳴館』について、「私のはじめて書いた、 

俳優芸術のための作品である」と述べています。 

そのせりふは、流れるように美しく、緻密な文体でつづられています。 

その珠玉のせりふの一つひとつを俳優がどう表現するか、それぞれの力量     

が問われるところでありましょう。 

 

新しい楽譜を前にした時、いつも、高い高い壁を感じます。 

五線の譜面に書かれた作曲者の伝言を、どう読み取り、演奏するか、 

力量が問われるところであります。 

音符の一つひとつに、作曲者の溢れるようなメッセージがあるはずです。 

それを心の深いところで受け止めて、表現することが出来たら、 

と切望致します。 

 

楽譜と正面から向き合って、その中の見えないものに目を凝らし、 

聞こえないものに耳を澄ませて、少しでも、作曲者の伝言を拾っていける   

よう、子ども達と共に努めてまいりました。 

 

先人たちに、精一杯の感謝を込めて、心から演奏させて頂きます。 

 

                         

 

                                                      田代稚恵美



新　関　愛　子

J.クリーガー

ギロック

秋　谷　知　里

中田　善直

石　橋　彩　花

湯山　　昭

チャイコフスキー

1 北川  莉子 （年中） ハローウィンのおばけ バスティン

ポルカ ブレスラウアー

2 木村　柚希 （年長） 踊るピーナッツ 平吉　毅州

かわいい舞曲 グルリット

3 関　陽菜乃 （小１） ポーランドのおどり C.C.スヴェストル

雪がひらひら踊ってる M．クラセフ

4 栗原　奈央 （小１） かいぞく R.G.

ゆうえんち たけたに　ひかる

5 石橋　彩花 （小２） やぎ 田中 カレン

エチュード・アレグロ 中田　善直

（東京音楽大学 器楽科 バイオリンコース１年）

メヌエット

秋のスケッチ

中　山　康　代高　橋　智　子

（

（

（

『くるみ割り人形』より

中　村　圭　佑

（

「こんぺい糖のおどり」「トレパーク」

（

はじめのことば

夕方のうた

[  連弾  ]

石　橋　淳　子

[母子連弾]

ウェールズのワルツ

第　　　一　　　部 開演　AM 11:00

[オープニング アンサンブル]

[ 室内楽 ]

桜　田　　　悟（vl）

[ 室内楽 ]

桜　田　　　悟（vl）



6 岩佐　優花 （小３） 星のうた １ 田中カレン

遠くの鐘 J.G.

7 須田　敦大 （小３） 小さなコサック兵 ケーラー

ゆるやかなワルツ A・ゲディケ

8 中村　圭佑 （小３） 昔のお話 A.ハチャトゥリャン

エチュード A.ハチャトゥリャン

9 関　菜々子 （小４） 小さな羊飼い ジャン・アプシル

ロンディーノ・ギャロップ J.ルンメル

10 秋谷　知里 （小４） スカーフダンス シャミナーデ

11 中村　祐実 （小４） 夢 ドビュッシー

12 須田　雄仁 （小５） ソナチネ  Op.168.No.1. ディアベリ

　　　　　第１、３楽章

13 佐藤　駿介 （小６） 踊り明かそう祭の夜は 平吉　毅州

バラード カバレフスキー

14 北川　知恵 シュークリーム 湯山　　昭

15 小林　美帆 （小６） 牧歌 Op.73 No.1 メリカント

16 古里　彩乃 （小６） 「組曲 第５番」より ヘンデル

エアと変奏曲

17 小林友里恵 （中１） ソナチネ 尾高　惇忠

18 中村　真実 （中２） 「四季」より チャイコフスキー

舟歌 Op.37a No.6

19 田村　　萌 （高１） ノクターン Op.9,No.2 ショパン

20 山田　光葉 （高１） 「３つのハンガリー舞曲」より ウェイネル

狐の踊り　農民の踊り

21 佐藤梨里伊 （高１） ノクターン Op.33,No.2 フォーレ

22 太田和晴未 （高２） ロマンティックなワルツ ドビュッシー

（

（

（

（

（



23 高橋　智子 「ホルベアの時代」より 　　グリーグ

プレリュード　リゴードン

24 中山　康代 　　シューマン

フィナーレ

　　　　　　　

花束贈呈

石　橋　彩　花

　　古　里　彩　乃　　

　　太田和　　晴未

関　　　菜々子

　　[アナウンス担当]

芦　谷　ゆ　ふ

[特別出演]　

[特別出演]　

　　小　林　美　帆

　　　　　今までに、渡部由記子、北川暁子、森川有子、竹内啓子の各氏に師事。　

「ウィーンの謝肉祭の道化 Op.26」より

桜　田　　　悟

　（東京音楽大学 器楽科 バイオリンコース１年）

　（桐朋学園大学音楽学部１年）

おわりのことば

2008年 大阪国際音楽コンクール 入選　

 　　　現在、木村徹先生に師事。

[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国際コンクール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 夏期国際音楽アカデミー マスタークラス受講



　

外国曲 田中雅明編曲

梅　澤　真実愛

バスティン

塙　　　樹　里

佐々木　邦夫

石　山　　　澪

佐々木　邦夫

梅　　　眞一朗　　

フンメル

ストリーボック

湯山　昭

1 伊東　彩声 （年中） てんとうむしのブギ マーサ・ミアー

こもりうた ディアベリ

2 秋葉　れい （年中） かわいいピアニスト ツェルニーより

Twinkle Rock バスティン

3 佐藤　輝季 （年中） ガボット C.グルリット

エコセーズ J.N.フンメル

4 渡邊　桃里 （年長） 儀式のダンス マーサ・ミアー

ワルツ S.マイカパル

開演　PM 1:35

坂　本　菜　帆　　　齋　藤　伶　美　　　有　永　茜　音

[母子連弾]

塙　　　圭　子

仮面舞踏会

桜　田　　　悟(vl）

（

くいしんぼうマーチ

梅　　　眞一朗

ボレロ

梅　　　昌　子

ロシアの郵便そり

桜　田　　　悟(vl）

スペインのダンサー

[母子連弾]

[母子連弾]

[ 室内楽 ]

[ 室内楽 ]

池　田　薫　帆

はじめのことば

[６手連弾]

砂漠のバラ

第　　　二　　　部

[オープニング アンサンブル]

お菓子の国のメリーゴーランド

（

（

石　山　京　子

（



5 秋葉　里緒 （年長） メリーゴーランド 若色　充恵

Ghosts Dance on Halloween バスティン

6 中島　結音 （年長） みじかいおはなし 中田　善直

マーチ ビェルコーヴィチ

7 櫻井　望登 （小１） エチュード・アレグロ A・レムアン

8 梅　眞一朗 （小２） 小さな黒人 ドビュッシー

ウクライナ民謡による６つの変奏曲 D.カバレフスキー

9 石山　　澪 （小３） かわいいソナチネ V・レイマン

10 塙　　樹里 （小３） ワルツのように A・レムアン

11 夏井　瑛葉 （小４） 手品師 ギロック

夢 Op.19,No.1 カスキ

12 池田　薫帆 （小４） 雨の日のふんすい ギロック

13 今村　樹乃 （小５） 「無言歌集」より メンデルスゾーン

プレスト・アジタート

14 梅澤真実愛 （小５） 「子供の領分」より ドビュッシー

人形へのセレナード

15 坂本　菜帆 （小５） 「ルーマニア民族舞曲」より バルトーク

１、２、５、６

16 齋藤　伶美 （小５） 村の踊り シャブリエ

17 有永　茜音 （小５） 幻想即興曲 Op.66 ショパン

18 木下　陽子 （小６） アラベスク第１番 ドビュッシー

19 大田　駿矢 （中１） まぼろし Op.57,No.3 グリーグ

20 春日　里友 （中１） 即興曲 第１５番 プーランク

エディット・ピアフに捧ぐ

21 森下真里奈 （中１） 「巡礼の年 第３年」より リスト

エステ荘の噴水

（

（

（

（



22 小澤里穂野 （中２） 樅の木 Op.75,No.5 シベリウス

23 大田友羽佳 （高２） 前奏曲 嬰ハ短調Op.3,No.2 ラフマニノフ

　　　　　　　

　

　　　　　　　

花束贈呈

ごあいさつ

　　齋　藤　伶　美　

　　佐　藤　梨里伊

田　代　稚恵美

池　田　薫　帆 　　春　日　里　友

　[アナウンス担当]

夏　井　瑛　葉

おわりのことば

1983年 千葉県生まれ

2002年 第11回 ちば音楽コンクール F部門 第１位

2005年 第18回 和歌山音楽コンクール 第２位

2007年 第6回 かずさアカデミア音楽コンクール 第２位

　　東京音楽大学 大学院 ２年在学中。

　　御木本メソッド フィンガートレーニング アシスタント講師。

　　在学中 特待生奨学金を得る。同大学 創立100周年記念 ピアノ演奏会、

藤　田　　　尚

[特別出演]

　　   東京音楽大学 KAWAI 竜洋工場 特別コンサートにて 仲田みずほ氏とジョイントリサイタルに出演

　　　 第18回 吹田音楽コンクール ピアノソロ部門 第２位

2008年 山下一史指揮 ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉とベートーヴェンピアノ協奏曲 第４番を共演

[藤田 尚プロフィール]

今までに渡部由記子、角　聖子、鵜木日土実の各氏に師事。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を受ける。

現在、播本枝未子教授、倉沢仁子准教授、御木本澄子先生、藤田　尚先生に師事。

田　代　あかり

　（東京音楽大学 器楽科 ピアノ演奏家コース1年）

2007年ヤングアーチストピアノコンクール 銅賞受賞

[田代あかりプロフィール]

[特別出演]

　　流通経済大学付属柏高校を経て、東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業。

　　交友会千葉県支部新人演奏会に出演。現在、播本枝未子、倉沢仁子の両氏に師事。



柏の葉キャンパス駅（つくばエクスプレス）下車
柏の葉キャンパス駅西口バスターミナル１番乗り場より東武バス

「柏の葉公園循環」、柏の葉公園バス停下車徒歩１分
または

「国立がんセンター経由 江戸川台駅東口」行き約10分 駒木台北バス停下車
徒歩５分

柏駅(常磐線)下車
西口バスターミナル２番乗り場より東武バス

「柏の葉公園経由国立がんセンター」行き
または

「柏の葉公園」行き約20分 柏の葉公園バス停下車徒歩１分
江戸川台駅(東武野田線)下車
江戸川台駅東口バスターミナルより東武バス

「国立がんセンター」行き
または

「国立がんセンター・税関研修所経由 柏駅西口」行き 駒木台北バス停下車
徒歩５分

　［交通機関］

　［所 在 地］ 柏市柏の葉４丁目３番１号

　［電話番号］ 04-7140-8600

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

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丁目110-1
TEL/FAX   04-7152-9379
E-Mail:ctashiro@hyper.ocn.ne.jp

後援 中村楽器

河合楽器製作所柏支店

さわやかちば県民プラザ

　　国立
がんセンター

十余二
小学校

さわやかちば
　県民プラザ

接骨院

京和
ガス

GS

　田代
ピアノ教室

十余二
工業団地
　入口

若柴

国道十六号

西高校

江
戸
川
台
駅

東
口

柏
吼
葉
公
園

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
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