
桐朋学園大学音楽学部主催

子供のための音楽教室演奏会
～オーディション合格者とコンクール入賞者による～

横浜 (小4 vl) 青木 馨音 パガニーニ: ラ・カンパネラ (クライスラー版)

横浜 (小4 vl) 菊野 凜太郎 モーツァルト: 協奏曲 第3番 ト長調 K.216

仙川 (小3 pf) 尼子 裕貴 バルトーク: ルーマニア民俗舞曲

水戸 (小4 pf) 佐伯 日菜子 モーツァルト: ソナタ ハ長調 K.330 1楽章

仙川 (中2 vl) 平井 沙緒里 ラヴェル: ツィガーヌ

仙川 (中2 vl) 大澤 理菜子 シベリウス: 協奏曲 ニ短調 作品47 3楽章

小金井 (中2 pf) 吉原 清香 リスト: エステ荘の噴水

仙川 (中2 vl) 間宮 美紗 サン＝サーンス: 協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 3楽章

仙川 (中2 vl) 土岐 祐奈 サラサーテ: バスク奇想曲 ニ短調 作品24

～～～ 休憩 ～～～

仙川 (中2 pf) 下戸 快 ショパン: ロンド ハ短調 作品1

仙川 (中2 pf) 反田 恭平 リスト: エステ荘の噴水

仙川 (中3 vl) 野見山 玲奈 サン＝サーンス: 協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 1楽章

水戸 (中3 vl) 美島 佑哉 シマノフスキ: 夜想曲とタランテラ 作品28

仙川 (中3 vl) 石原 悠企 サン＝サーンス: 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28

仙川別科 (中3 vl) 入江 真歩 ワックスマン: カルメン幻想曲

～コンクール入賞者による演奏～

仙川 (小4 pf) 國廣 菜々 ハイドン: ソナタ Hob.ⅩⅦ:37 ニ長調

仙川 (小5 pf) 根岸 ひめの メンデルスゾーン: 幻想曲 スコットランドソナタ 嬰ヘ短調 作品28 1,3楽章

仙川 (中2 pf) 五十嵐 薫子 ショパン: スケルツォ 第2番 変ロ短調

弦楽合奏 仙川教室Aオーケストラ／大山 平一郎指揮 ストラヴィンスキー：弦楽のための協奏曲 ニ長調

ヴァイオリン チェロ 賛助出演

(小6) 石倉 瑤子 (中1) 井手 奏 (中2) 和泉 晶子 塚本 奈央 (中3) 石原 悠企 (小6) 竹森 天如 コントラバス
小野坂 昻亮 岡野 瑛美 今瀬 愛実 續橋 雅子 内野 佑佳子 内藤 柚菜 (大1) 小幡 淳平

北岡 彩 片桐 風起 今高 友香 土岐 祐奈 大江 沙耶 濱田 遥 (大2) 斎藤 生真

北嶋 ゆり佳 小池 星花 大澤 理菜子 平井 沙緒里 大庭 絃子 平山 直 松澤 みすず

高木 凜々子 杉江 恵一 栗田 理麻 眞島 李帆 川上 拓人 (中2) 今泉 晃一 (大4) 亀井 美穂

田中 啓太郎 多和田 智大 髙津 彩 間宮 美紗 竹森 銀河 (中3) エウ゛ァンズ エリカ

山田 百香 西山 慧 小平 怜奈 寺内 三貴 桑山 優美音

山本 一輝 服部 リサ 斎藤 光 野見山 玲奈

若杉 知怜 平賀 郁子 重泉 杏佳 平山 創

舟橋 尚平 正田 響子 渡部 咲耶

湯浅 江美子

2008.12.21(Sun)15:00開演 14 : 30 開場

紀尾井ホール JR 四ツ谷駅 麹町口 徒歩6分

入場券 1,000 円(全自由席)
チケット前売り：音楽教室課（03-3307-3036）・ヤマハミニショップ桐朋

主催 : 桐朋学園大学音楽学部 http://www.tohomusic.ac.jp/

* onkyo-info@tohomusic.ac.jp
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