
.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

    20th  
  AnniversaryConcert

日時　　2013 年 3 月 10 日（日）
　　　　第１部  10 : 30  ～  13 :05
　　　　 第２部  13 : 35  ～  16 :15
会場　　さわやかちば県民プラザ　ホール



ごあいさつ

多くのみなさま方にお支えを頂きながら、コンサートも20周年を迎え
ました。

武蔵野音大にて教鞭を取ったこともあるコンサートピアニスト、ロナ
ルド・カヴァイエ氏はその著書『日本人の音楽教育』の中で、こうお
っしゃっておられます。

「 教師が子どもたちを音楽的に充分刺激し、同時に子どもたちの家庭
の方にもすこしばかり芸術的な感心をもつ雰囲気があれば、（音楽教
育は）かなりの程度、うまくいく。」

この言葉を胸に、子ども達にどういう音楽的刺激を与えられるか、試
行錯誤してまいりました。
さて、20周年の発表会は、私自身の音楽人生の大きな節目として、
「おんがくむらのコンサート」と題して、身近にいらっしゃる素晴ら
しい音楽家の方々のお力をお借りして、子ども達も含めた大きな意味
での「音楽仲間」のコンサートに仕立ててみました。

楽しい刺激的な一日の始まりです！
最後までごゆっくりおつきあい下さいますように、お願い致します。

                                                                      田代　稚恵美



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

おんがくむらのコンサート

　　　　　   （連　弾）　　　　　   （連　弾）

菊　池　　広　輔 田　代　　あかり

　　　　   　（ ６手連弾 ）　　　　   　（ ６手連弾 ）

神　保　　和花乃　　　　　中　村　　美　結　　　　　影　山　　裕　奈神　保　　和花乃　　　　　中　村　　美　結　　　　　影　山　　裕　奈神　保　　和花乃　　　　　中　村　　美　結　　　　　影　山　　裕　奈

エンターテイナーエンターテイナー S.Joplin　　        作曲エンターテイナーエンターテイナー S.Joplin　　        作曲

松　永　　偲　歩　　　　　松　永　　悠　佑　　　　　松　永　　朋　子　松　永　　偲　歩　　　　　松　永　　悠　佑　　　　　松　永　　朋　子　松　永　　偲　歩　　　　　松　永　　悠　佑　　　　　松　永　　朋　子　

くいしんぼうマーチくいしんぼうマーチ 湯山　　昭 　      作曲くいしんぼうマーチくいしんぼうマーチ 湯山　　昭 　      作曲

　　　　   　（ ソロ＆アンサンブル ）　　　　   　（ ソロ＆アンサンブル ）

新　関　　愛　子　
「うつろな心による変奏曲」より「うつろな心による変奏曲」より ベートーヴェン    作曲

新　関　　愛　子　 桜　田　　　　悟（vl）

おもいでぽろぽろおもいでぽろぽろ 星　　　勝 　　   作曲おもいでぽろぽろおもいでぽろぽろ 星　　　勝 　　   作曲

　　　　   　（ アンサンブル　デュオ ）　　　　   　（ アンサンブル　デュオ ）

大　西　　和　歌 桜　田　　　　悟（vl）

「となりのトトロ」より 風のとおり道「となりのトトロ」より 風のとおり道 久石　　譲 　      作曲「となりのトトロ」より 風のとおり道「となりのトトロ」より 風のとおり道 久石　　譲 　      作曲

木　村　　柚　希 桜　田　　　　悟（vl）

「ハウルの動く城」より 世界の約束　　「ハウルの動く城」より 世界の約束　　 木村　　弓 　　   作曲「ハウルの動く城」より 世界の約束　　「ハウルの動く城」より 世界の約束　　 木村　　弓 　　   作曲

佐　藤　　駿　介 桜　田　　　　悟（vl）

「耳をすませば」より カントリー・ロード　　「耳をすませば」より カントリー・ロード　　
Bill Danoff,Taffy Nivert
＆John Denver  作曲「耳をすませば」より カントリー・ロード　　「耳をすませば」より カントリー・ロード　　
Bill Danoff,Taffy Nivert
＆John Denver  作曲

　　　   　　（ アンサンブル　トリオ ）　　　   　　（ アンサンブル　トリオ ）

遠　藤　　怜　奈　　　　　桜　田　　　悟（vl）　　　森　　　　義　丸（vc）遠　藤　　怜　奈　　　　　桜　田　　　悟（vl）　　　森　　　　義　丸（vc）遠　藤　　怜　奈　　　　　桜　田　　　悟（vl）　　　森　　　　義　丸（vc）

タランテラタランテラ
ブルグミュラー 　 作曲

タランテラタランテラ
小山　和彦　  　   編曲

はじめのことば 影　山　　裕　奈

オープニング

第　　一　　部

開場　AM10:15
開演　AM10:30



1 鳥居　遼人 （年少） （ドナルドおじさん アメリカ民謡（ すずのへいたいさん 外国曲

2 金丸　一華 （年長） （おつきさまのはなし 轟　千尋（ おばけの足あと ギロック

3 有賀　文音 （年長） おばあさんのポルカ ケーラー

4 松永　偲歩 （小１） みじかいお話 カバレフスキー

5 齋木　桜子 （小１） （雲、あかね色・・・・・・ 池辺晋一郎（ ワルツ S. マイカパル

6 鷲谷慎之助 （小１） インドのとらがり 安倍美穂

7 北川　真衣 （小１） （古いお城の伝説 吉田路子（ 初めてのお買い物 佐藤　臣

8 中村　美結 （小２） じゃれて、甘えて、親猫仔猫 平吉毅州

9 上田　結鈴 （小２） （朝の祈り チャイコフスキー（ ギンナンはじけてどこいった？！ 平吉毅州

10 影山　裕奈 （小２） （雪がひらひら踊ってる M.クラセフ（ スペインの休日 ギロック

11 松永　悠佑 （小３） キラキラ星で踊ろう 安倍美穂

12 服部　　葵 （小３） 小さな羊飼い ドビュッシー

13 鷲谷　莉子 （小３） 星降る花畑のなかで 湯山　昭

14 秋葉　れい （小３） 太陽エネルギー 田中カレン

15 大西　和歌 （小３） 南の島はよいところ 安倍美穂

16 北川  莉子 （小３） （仮面舞踏会 ギロック（ 月明かりのラグタイム 湯山　昭

17 秋葉　里緒 （小４） ワルツ Op.39-8 チャイコフスキー

18 木村　柚希 （小４） 夜空の舞踏会 湯山　昭

19 片岡　優花 （小４） ソナチネ Op.13-1 第一楽章 カバレフスキー

20 栗原　奈央 （小５） 魔女たちの踊り 尾高惇忠

21 遠藤　怜奈 （小５） 地球 田中カレン

22 北川　知恵 （大人） スケルツォ 変ロ長調 D.593 シューベルト



23 岩佐　優花 （中１） 牧歌 シャミナーデ

24 冨岡　愛由 （中１） 夢 Op.19-1 カスキ

25 石山　　澪 （中１） お姫様 ブリッジ

26 佐藤　駿介 （高１） パック グリーグ

27 濱垣　奏子 （高１） 即興曲 Op.5-5 シベリウス

28 佐藤梨里伊 （大２） レントより遅く ドビュッシー

29 佐藤菜奈子 （大４） 「ウィーンの謝肉祭の道化」よりインテルメッツォ シューマン

[ 特別出演 ]
桜　田　　　悟（vl）　　　　　森　　　義　丸（vc）　　　　　田　代　あかり（pf）

[ 特別出演 ]
芦　谷　ゆ　ふ

[ 芦谷ゆふプロフィール ]
桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）を経て、桐朋学園大学音楽部門ピアノ科を卒業。
2000年　日本演奏家コンクール第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音楽コンクール　第３位。
2007年　ロゼピアノコンクール　第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 第５位（1～3位なし）。
2008年　モーツァルテウム音楽大学夏季国際アカデミークラスを受講。
同年　　 大阪国際音楽コンクール入選。
2011年　三鷹、風のホールにて《室内楽の夕べ》に出演。プリマ・ヴィスタ四重奏団（ポーランド）とショパン：協奏曲
第２番を共演。
2012年　ロゼピアノコンクール第３位（1位なし）、入賞者記念コンサート出演。
現在、お茶の水女子大学文教育学部 芸術・表現行動学科音楽表現コースに在籍。S&F MUSIC LANGUAGE SCHOOL 講師。
これまでに渡部由記子、北川暁子、森川有子、木村徹、長谷正一の各氏に師事。

花束贈呈 秋　葉　　れ　い [アナウンス担当]
栗　原　　奈　央

おわりのことば 片　岡　　優　花 佐　藤　　菜奈子
遠　藤　　怜　奈

8歳よりチェロを始める。現在、東京音楽大学３年に在学中。
これまでにチェロを苅田雅治、河野文昭、羽川真介、ドミトリー・フェイギンの各氏に、室内楽を荒井英治、
河合訓子、苅田雅治、齋藤真知亜、店村眞積、横山俊朗の各氏に師事。
Strings Chamber Unit the Bistro W チェロ奏者。

[ 森　義丸プロフィール ]

四歳よりヴァイオリンを始める。小学五年生より三年間、千葉県少年少女オーケストラ第一ヴァイオリン在籍。
京都国際学生音楽フェスティバル2011参加。
リチャード・ディーキン、マークラミレス各氏のマスタークラス受講。
これまでにヴァイオリンを、脇野真樹、景山誠治の各氏に師事。
室内楽奏者として、蓼科音楽コンクールin東京室内楽部門最高位受賞(一位なしのニ位)。
Strings Chamber Unit the Bistro Wヴァイオリン奏者。

[ 桜田　悟プロフィール ]



おんがくむらのコンサート 開演　PM 1:35

オープニング

第　　二　　部

　　　　　   （朗読とピアノ）　　　　　   （朗読とピアノ）

田　代　　稚恵美　　　　　田　代　　あかり田　代　　稚恵美　　　　　田　代　　あかり田　代　　稚恵美　　　　　田　代　　あかり

　　　　　   （ファミリー６手連弾 ）　　　　　   （ファミリー６手連弾 ）　　　　　   （ファミリー６手連弾 ）

梅　　　　眞一朗　　　　　梅　　　　昌　大　　　　　梅　　　　昌　子　梅　　　　眞一朗　　　　　梅　　　　昌　大　　　　　梅　　　　昌　子　梅　　　　眞一朗　　　　　梅　　　　昌　大　　　　　梅　　　　昌　子　

ツェルニー30番練習曲より第５番ツェルニー30番練習曲より第５番
ツェルニー　 　    作曲

ツェルニー30番練習曲より第５番ツェルニー30番練習曲より第５番

　　　　　   （ コンペなかよし４手連弾 ）　　　　　   （ コンペなかよし４手連弾 ）　　　　　   （ コンペなかよし４手連弾 ）

石　井　　美　有　　　　　佐　藤　　輝　季石　井　　美　有　　　　　佐　藤　　輝　季石　井　　美　有　　　　　佐　藤　　輝　季

　　　　　　　　　いたずら仔猫が二匹もいたのさ　　　　　　　　　いたずら仔猫が二匹もいたのさ 平吉　毅州　　 　 作曲　　　　　　　　　いたずら仔猫が二匹もいたのさ　　　　　　　　　いたずら仔猫が二匹もいたのさ 平吉　毅州　　 　 作曲

　　　　   　（ コンクールなかよし４手連弾 ）　　　　   　（ コンクールなかよし４手連弾 ）　　　　   　（ コンクールなかよし４手連弾 ）

上　田　　萌　莉　　　　　中　島　　結　音上　田　　萌　莉　　　　　中　島　　結　音上　田　　萌　莉　　　　　中　島　　結　音

翔くんのラドミ・タンゴ翔くんのラドミ・タンゴ 佐藤　　眞　 　 　作曲
ルパン三世のテーマルパン三世のテーマ 大野　雄二 　 　   作曲

　　　　   　（ アンサンブル　デュオ ）　　　　   　（ アンサンブル　デュオ ）

大　村　　　　栞 桜　田　　　　悟（vl）

ソナチネ 第５番 第一楽章ソナチネ 第５番 第一楽章 ベートーヴェン　  作曲ソナチネ 第５番 第一楽章ソナチネ 第５番 第一楽章 ベートーヴェン　  作曲

新　田　　彩　桜 桜　田　　　　悟（vl）

夢の後に夢の後に フォーレ 　　       作曲夢の後に夢の後に フォーレ 　　       作曲

　　　　　   （ アンサンブル　トリオ ）　　　　　   （ アンサンブル　トリオ ）

稲　垣　　光　希　　　　　桜　田　　　　悟（vl）　　森　　　　義　丸（vc）稲　垣　　光　希　　　　　桜　田　　　　悟（vl）　　森　　　　義　丸（vc）稲　垣　　光　希　　　　　桜　田　　　　悟（vl）　　森　　　　義　丸（vc）

勇ましい騎士勇ましい騎士
シューマン　 　    作曲

勇ましい騎士勇ましい騎士
小山　和彦　  　   編曲

稲　垣　　朱　音　　　　　桜　田　　　　悟（vl）　　森　　　　義　丸（vc）稲　垣　　朱　音　　　　　桜　田　　　　悟（vl）　　森　　　　義　丸（vc）稲　垣　　朱　音　　　　　桜　田　　　　悟（vl）　　森　　　　義　丸（vc）

バラードバラード
ブルグミュラー 　 作曲

バラードバラード
小山　和彦　  　   編曲

石　橋　　彩　花　　　　　桜　田　　　　悟（vl）　　森　　　　義　丸（vc）石　橋　　彩　花　　　　　桜　田　　　　悟（vl）　　森　　　　義　丸（vc）石　橋　　彩　花　　　　　桜　田　　　　悟（vl）　　森　　　　義　丸（vc）

スケルツァンドスケルツァンド アルブレヒツベルガー作曲スケルツァンドスケルツァンド アルブレヒツベルガー作曲

はじめのことば 稲　垣　　光　希



1 石井　夏月 （年中） （ルルの子守唄 平吉毅州（ かわいいミュゼット 外国曲

2 伊森　文音 （年中） （インディアンのたいこ ヤマハ曲（ 踊るピーナッツ 平吉毅州

3 有永　音羽 （年中） （いわし雲のうた 池辺晋一郎（ こびとのマーチ マーサ・ミアー

4 梅　　昌大 （年長） こびとのおどり 平吉毅州

5 石井　　天 （小１） （ノルウェーからのそよ風 尾高惇忠（ ロボットたんけん隊 大野　愛

6 大村　　栞 （小１） おどり 鵜月一秀

7 石井　美有 （小１） （水晶の籠　 イベール（ 石清水を売る女 イベール

8 沼田　遥菜 （小２） 蝶々 ゲール

9 神保和花乃 （小２） （子だぬきの小太鼓 尾高惇忠（ ジュゴン 田中カレン

10 稲垣　光希 （小３） トッカータ Op.40-1 カバレフスキー

11 新田　彩桜 （小３） ウクライナ民謡による７つの陽気な変奏曲 Op.51-4 カバレフスキー

12 佐藤　輝季 （小３） （ハイドンの名によるメヌエット ラヴェル（ 人食い鬼 ブリッジ

13 上田　萌莉 （小４） ソナタ K.330 第３楽章 モーツァルト

14 中島　結音 （小４） 王子様 ブリッジ

15 稲垣　朱音 （小５） 「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

16 櫻井　望登 （小５） スケルツォ・ワルツ シャブリエ

17 石橋　彩花 （小６） 詩人の心 Op.52-3 グリーグ

18 塙　　樹里 （中１） ノクターン Op.54-4 グリーグ

19 寺田絵梨花 （中２） 森の精 Op.60 シャミナーデ

20 森下真里奈 （高２） 「20の眼差し」より ノエル メシアン



花束贈呈 神　保　和花乃

ごあいさつ 田　代　稚恵美 [アナウンス担当]
石　橋　　彩　花

おわりのことば 上　田　萌　莉 塙　　　　樹　里
稲　垣　　朱　音

[ 特別出演 ]
田　代　あかり

[ 田代あかりプロフィール ]
1989年東京都生まれ。3歳よりピアノを始める。千葉県立柏高等学校、東京音楽大学器楽専攻(ピアノ演奏家コース)を卒業
し、現在同大学大学院器楽専攻鍵盤楽器研究領域(伴奏)1年に在籍中
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 リスト音楽院での交歓演奏会に出演
2012年　　　東京音楽大学校友会千葉県支部新人演奏会出演
　　　　 　   これまでにアレキサンダー・イェンナー、マティアス・キルシュネライト、パスカル・ドヴァイヨンのマスタ
                   ーコース受講、渡部由記子、角聖子、鵜木日土実、藤田　尚、倉沢仁子の各氏に師事。
                   現在、播本枝未子、土田英介、篠田昌伸、丹内真弓の各氏に師事

[ 特別出演 ]
菊　池　広　輔

[ 菊池広輔プロフィール ]
1990年東京都生まれ。4歳よりピアノを始める。東京音楽大学器楽専攻(ピアノ演奏家コース)を卒業し、現在同大学大学院器
楽専攻鍵盤楽器研究領域(ピアノ)1年に特待奨学生として在籍中
2008年　　　第5回北本ピアノコンクールG部門第1位受賞
2009年　　　第18回やちよ音楽コンクールピアノ部門第3位受賞
　　　　　　 第11回日本演奏家コンクールピアノ部門大学の部第1位受賞
2010年　　　カワイ表参道コンサートサロン「パウゼ」にてジョイントリサイタルを開催
2011年　　　第22回彩の国・埼玉ピアノコンクールF部門金賞受賞
2012年　　　第11回東京音楽大学コンクールピアノ部門第2位受賞
　　　　　　 これまでに藤原亜美、故神野明、播本枝未子、倉沢仁子の各氏に師事

[ 特別出演 ]
藤　田　　　尚

[ 藤田　尚プロフィール ]
千葉県出身。給費入学奨学生として奨学金を得て東京音楽大学ピアノ演奏家コースに学び、2009年同大学大学院修了
これまでに御木本澄子、播本枝未子、倉沢仁子の各氏に師事
第11回ちば音楽コンクールＦ部門第１位。第18回和歌山音楽コンクール第２位
第6回かずさアカデミア音楽コンクール第２位
第18回吹田音楽コンクール（ピアノ・ソロ）部門第２位
東京音楽大学創立100周年記念ピアノ演奏会出演。同大学校友会千葉県支部新人演奏会出演
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共演。各音楽誌にて好評を得る
同年、東京音楽大学KAWAI竜洋工場特別コンサートにてジョイントリサイタル
2009年より社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）主催「学校クラスコンサート」に出演
ピティナ正会員
2010年Asia International Piano Academy & Festival Competition in KOREA 金賞受賞
2010～11年にかけて房総楽友協会主催「公開講座シリーズ～〈ピアノのためのボディ＆フィンガートレーニング〉ピアノ
のお悩み解決講座（全６回）」を行う。現在、演奏活動を行うと共に、身体の機能に注目した指導に力を入れている



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
http://ctashirops.org/index.html

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

柏の葉高校

江戸川台駅 東口

　［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

後援

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

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

コンサート企画  C.TASHIRO PIANO STUDIO

                            　田代稚恵美
　　　　　　　　田代あかり
プログラム印刷 C.TASHIRO PIANO STUDIO

　　　　　製本　野村　礼子

 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
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