
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～

～ オーディション合格者による演奏① ～

(小3 vl) 服部 百音 ヴュータン : 協奏曲 第5番 イ短調 「ル・グレトリ」作品37 第1楽章
(小4 pf) 渡辺 絢美 寺内園生 : 宇宙船
(小5 pf) 中根 秋桜子 ショパン : 華麗なる大円舞曲 作品18
(小5 vl) 斎藤 碧 ブルッフ : 協奏曲 第1番 ト短調 作品26 第3楽章
(小6 pf) 小倉 美春 シューマン : ソナタ 第2番 ト短調 作品22 第1楽章
(小5 vc) 野口 朔 カバレフスキー : 協奏曲 第1番 ト短調 作品49 第1楽章

～ ピアノ特別コース受講生によるアンサンブル ～

(中3 vl) 石原 悠企 モーツァルト : ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調 KV.305
(中2 pf) 下戸 快

(中2 pf) 五十嵐 薫子 リスト : ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調 (2台ピアノ編曲版）
(中2 pf) 鈴木 愛

(中2 pf) 反田 恭平 ショスタコーヴィチ : 2台のピアノのためのコンチェルティーノ
(中2 pf) 石田 啓明

～ 合 唱 ～ 小学5年生～中学2年生 ／ 関田 英二指揮 ／ 石橋 綾 曽根 恭子(ピアノ)

サン＝サーンス : 「動物のカーニバル」より

～ ボディーパーカッション ～ 小学１年生以上の生徒・講師・保護者有志 ／ 山本 愛香指導

安江 佐和子 (パーカッション) ／ 渡邉 弥生(大4 マリンバ) ／ 寺井 真美子(ピアノ)

三木 稔 : マリンバ・スピリチュアル ほか

休 憩

～ オーディション合格者による演奏② ～

(小6 pf) 松田 龍 モーツァルト : デュポールのメヌエットによる9つの変奏曲 ニ長調 K.573
(小6 vc) 濱田 遥 サン=サーンス : 協奏曲 第1番 イ短調 作品33 第1楽章
(中1 pf) 山本 優衣 シューマン : アレグロ 作品8
(中2 vl) 今高 友香 ラヴェル : ツィガーヌ
(中2 vl) 塚本 奈央 チャイコフスキー : 協奏曲 ニ長調 作品35 第3楽章
(中2 vl) 正田 響子 サン=サーンス : ハバネラ ホ長調 作品83

～ コンクール入賞者による演奏 ～

(小6 vl) 高木 凜々子 ストラヴィンスキー : イタリア組曲から 序奏 セレナータ スケルツォ メヌエット
(中3 pf) 中迫 研 ラヴェル : ソナチネ

～ 弦楽合奏 ～ 仙川教室Aオーケストラ／大山 平一郎指揮 ブリテン : シンプルシンフォニー

2009.3.22(日) 15:30開演 15:00開場 入場券 1,000円(全自由席) ※当日券はありません。

国立オリンピック記念青少年総合センター 大ホール (カルチャー棟内)
小田急線 参宮橋駅下車徒歩７分

お問い合わせ/チケット予約･前売り：桐朋学園音楽教室課  03-3307-3036 � onkyo-info@tohomusic.ac.jp

附
属



�������������� 合唱出演 者 ––––––––––––––

(小5) 芦澤 杏 中根 秋桜子 (小6) 稲川 瑞穂 野田 萌々 (中1) 伊東 里依子 原田 美香 (中2) 石渡 悠馨

入原 香音 中村 羽奈 小倉 美春 深澤 美夕 木村 卓巳 森川 明日香 伊藤 あかね

植野 萌雅 根岸 ひめの 金川 澪里 藤原 櫻子 木村 美沙子 八木 彩寿花 下戸 快

片山 星夏 橋本 琴音 鎌田 初穂 松田 龍 久良木 優理子 安井 薫子 鈴木 愛

輿石 真有 半田 碧 岸 佑太郎 松村 由慶 小林 愛実 山本 優衣 反田 恭平

小松 奈央 堀江 健之介 近谷 律 三浦 綺夏 島田 美穂 渡辺 理紗子 月岡 陽花

郷田 剛 耳塚 周 佐々木 桃子 諸橋 優生子 高見 秀太朗 津布良 佳奈

下村 汰生 渡邉 歌保 園田 萌 ロマノヴァ オーリガ 田中 一結 中巻 摩耶

千明 麻紀子 永田 結衣子 田中 芙美子

千葉 遥一郎 永山 文子 千原 賢美

���������� ボディーパーカッション出演者 ––––––––––

(小1) 浅倉 美羽佳 摂待 真衣 (小3) 井上 莉里 (小4) 秋本 啓志 宮島 菜々子 (保護者) 澤田 幸子

平木 友葉 田口 日向 河内 俊樹 阿部 励佳 山田 悠夏 吉田 美華

本多 伊織 津澤 響人 西井 菜緒 今井 梨緒

米元 理葉 ﾋﾟｰﾀﾞｰｾﾝ 理皇 吉田 莉彩 海山 美玖 (小5) 秋月 伶衣菜 (教員) 周参見 夏子

福里 大樹 米川 知里 河野 礼 佐口 紀子

(小2) 井出 ゆりの 山口 広夢 武田 七星 (小6) 西井 成志 立野 千里

澤田 凱誠 若海 優 田嶋 千畝

������������ オーケストラ出演者 ––––––––––––

ヴァイオリン チェロ 賛助出演

(小6) 荒木 佑梨 福島 夏欧 片桐 風起 (中2) 和泉 晶子 塚本 奈央 (小6) 竹森 天如 コントラバス

石倉 瑤子 村川 健太郎 小池 星花 今瀬 愛実 續橋 雅子 築地 杏里 (C1) 山本 アリス

小野坂 昻亮 山田 百香 杉江 恵一 今高 友香 土岐 祐奈 内藤 柚菜 田尻 明葉

加藤 愛菜 山本 一輝 多和田 智大 大澤 理菜子 平井 沙緒里 濱田 遥

北岡 彩 若杉 知怜 西山 慧 栗田 理麻 眞島 李帆 平山 直

北嶋 ゆり佳 服部 リサ 髙津 彩 間宮 美紗

高木 凜々子 (中1) 阿部 直紀 平賀 郁子 小平 怜奈 (中2) 今泉 晃一

田中 啓太郎 天野 有紀 舟橋 尚平 斎藤 光

田中 玲 井手 奏 湯浅 江美子 重泉 杏佳

寺田 龍世 岡野 瑛美 正田 響子


