
第1部 ピアノソロ 21 ゴンドラの船頭唄 馬場彩加(中1) ブルグミュラー

「ベルガマスク組曲」より

■日本の作曲家 22 プレリュード 芳賀このみ(中2) ドビュッシー

1 やまの音楽家 黒川鳳寿（小2） ドイツ民謡 23 Asian Dream Song 磯由紀江（高2） 久石 譲

2 栄光の架橋 原田香奈(小6） 北川悠仁

3 キセキ 佐藤美穂（中1） Ｇｒｅｅｅｅｎ

4 もののけ姫 栗橋未沙音（小3） 久石 譲 スウィートハーモニーたじま

5 バウムクーヘン 大竹真央(小6) 湯山昭

35 軍隊ポロネーズ 成田和美 ショパン

26 ハーモニカ演奏ﾒﾄﾞﾚｰ 大竹豊平

■外国の作曲家

6 ソナチネ 星天河(中2) ハチャトリアン 休憩15分

7 人形の愛と目覚め 阿久津春菜(小6) エスティン

8 乙女の祈り 阿久津美奈(中2） バダルジェフスカ 第2部 うた、ピアノデュオ＆アンサンブル
9 ワルツイ短調 神田奈々(小5) ショパン

10 アラベスク1番 湯田あかね(中2) ドビュッシー 27 残酷な天使のテーゼ 湯田小由希(小6) 佐藤英敏

アンサンブル 大桃聖士朗(小6)

■日本の作曲家 櫻木彩津那(小6 ）

11 お菓子の汽車 遠藤真賢(小3) 夏原明徯 28 宮崎アニメメドレー 大桃唯華(小4) 久石 譲

「天空の城ラピュタ」より アンサンブル 室井瑠奈(小3)

12 君をのせて 渡部愛歌(小1） 久石 譲 室井和可子

13 いつも何度でも 鹿目遥(小1） 木村弓

14 ささぶねの航海 大橋真唯(小3) 平吉毅州

15 崖の上のポニョ 星日奈子(小6) 久石 譲

16 Ｓｕｍｍｅｒ 大竹真実 久石 譲 沼田良子（ぬまたりょうこ）

ピアノソロ

■外国の作曲家 40 革命のエチュード 垣波文美香 ショパン

17 ガラスのくつ 星若夏(小1) ギロック

18 メヌエット 平野木乃美（小1） バッハ 31 千の風になって 馬場玄徳（バリトン） 伴奏：馬場雄一郎

19 愛のオルゴール 原田夏帆(小4) フランク・ミルズ 32 優雅な月よ ＢＥＬＬＩＮＩ

20 タランテラ 渡部愛美(小4) ブルグミュラー

日本大学芸術学部音楽学科声楽コース卒業。在学中よりミュー
ジカル「赤毛のアン」（ダイアナ役）、「白雪姫」（白雪姫
役）等に出演。卒業後、劇団四季「オペラ座の怪人」に出演。
母の出身地旧田島町には小さい頃からお世話になっています。
特に夏の盆踊りは大好きで、いとこ達と踊るのが楽しみです。
今日はオペラ座の怪人のヒロイン、クリスティーヌが劇中のオ
ペラのシーンで歌うアリアを歌います。楽しんで聴いてくださ
い。 伴奏：阿部祥子

宇都宮短期大学附属高等学校音楽科ピアノ専攻を経て、国立音
楽大学リトミック専修卒業。卒業後より弾き語り活動を始め、
ラウンジプレイヤーや音楽教室講師を主として勤める。現在は
田島在住、 一児の子育て奮闘中。

桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業。
第4,5,7回中国ユース音楽コンクール最優秀賞受賞。 山口県学
生音楽コンクール金賞受賞。 2000年、第27回家永ピアノオー
ディション合格。 2006年、第1回西日本ピアノ・声楽コンクー
ルピアノ部門三位入賞、同記念演奏会に出演。 ピアノを山下季
子、藤井真千恵、寺西昭子、小川京子、上野久子、馬場那岐子
の各氏に、室内楽を馬場省一氏に師事。
現在、東京学芸大学大学院教育学研究科音楽教育専攻音楽コー
ス在学中。同大学院にて石橋史生氏に師事。

山ノ内 幸江（ソプラノ） 東京藝術大学卒業
皆さんこんにちは。私は田島小で合唱クラブ、田島中では吹奏
楽部に所属したことがきっかけとなり、現在は教員として館岩
中学校→喜多方高校→光南高校→会津高校に勤務し多くの仲間
と出会い、音楽を楽しんでいます。
今日は宜しくお願いします。 伴奏：垣波文美香

阿部祥子 東京学芸大学大学院教育学研究科音楽教育専攻音楽
コース声楽専攻2年 田島出身 4歳よりピアノ、高2で歌の素晴
らしさに出会う。2005年イタリア語学校イデア･ヴェローナ修
了。2008年1月の学芸大こども未来ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでのオペラ「ロはロ
ボットのロ」にて魔女役。大学院オペラ「ラ・ボエーム」にて
ミミ、「こうもり」にてアデーレ役で出演。イタリアオペラ、
スペイン歌曲を中心に研究中。現在は学業と、東京学芸大学付
属大泉国際中等学校にて音楽科講師として奮闘中。

伴奏：垣波文美香

国立音楽大学声楽科卒業声楽を鈴木惇弘、ピアノを長沢康子氏
に師事。高等学校音楽講師を経て現在、馬場音楽教室主宰

39 オペラ座の怪人より 阿部彩乃
「Think of me」

南会津町長野在住たのしいおじいちゃん

33 ラ・ボエームより「あなたの呼ぶ声に」 プッチーニ
34 カンターレス(歌) ホアキン・トゥリーナ

アンドリュー・
ロイド・ウェーバー

青森県弘前市出身。3歳よりピアノをはじめ浅利晶子氏に師事。
全日本ピアノコンクール東北大会優秀賞。生涯学習として弘前大
学在学中にカワイライセンスグレード（当時名）取得。縁あって
南会津町内に勤務。現在も生涯学習としてピアノを続けていま
す。

「特攻隊、明日はお立ちか、無情の夢」をメドレーで

29 All the things you are 作詞 Oscar Hammerstein
作曲 Jerome Kern

30 The Rose 作詞＆作曲 Amanda McBroom

36 早春賦 （吉丸一昌作詞 中田章作曲）
37 椰子の実 （島崎藤村作詞 大中寅二作曲）
38 この道 （北原白秋作詞 山田耕筰作曲）

24 夜明けのうた 岩谷時子作詞 いずみ たく作曲
25 Tomorrow 作詞作曲杉本竜一

みなさんこんにちは。私たちは合唱を楽しんでいるグループで
す。声を出して楽しくリフレッシュ。会員も募集中！



たのしく2人で？3人で！

41 崖の上のポニョ 黒川鳳寿（小2） 久石 譲

阿部徳子

42 メヌエット 大竹真実 Ｊ．Ｓバッハ

大竹未来(小3)

43 小さな世界 猪股悠(小4) シャーマン兄弟

栗城斗南（小4）

44 崖の上のポニョ 佐藤利沙(小4) 久石 譲

土橋永遠(小4)

45 くまのプーさん 大桃訓太朗(幼長) シャーマン兄弟

大桃聖士朗（小6）

46 ガヴォット 大桃唯華（小4） グルリット

室井瑠奈（小3）

47 美女と野獣 渡部優子(高1) メンケン

渡部桐子(小2)

48 ラ・カンパネラ 星天河(中2) リスト

星輝永華(中1)

49 ラ・バンバ 柏倉彩乃(小5) メキシコ民謡

柏倉亜季(中3)

50 ラデツキーマーチ 湯田実沙紀(中2) シュトラウス

（６手連弾） 湯田美香子(中2)

大竹由希子(中2)

ここ御蔵入交流館文化ホールには世界三大ピアノの1つといわ
れるベヒシュタインのピアノが設置されています。そんな素
晴らしいピアノを子供たちに弾かせたい、音楽活動者に発表
の場を、という思いから音楽愛好者や保護者有志よりこのコ
ンサートの企画が始まりました。今日の出演者は地域の子供
たちや南会津町出身者などです。ちいさな音楽学習者・大学
生や、卒業後演奏家として活動している地域ゆかりの演奏家
が出演いたします。地域の皆さんの応援を励みに今後も練
習、活動を続けてまいります。どうぞよろしくお願いいたし
ます。また、今年はスウィートハーモニーさんの協力で合唱
もお楽しみいただけます。どうぞ最後までお楽しみいただき
応援していただければ幸いです。

参加者・関係者一同

若き音楽家を育てる会

お問合せ 阿部0241－62－1248 室井0241－62－0773

梅宮0241－62－0186

http://www1.ocn.ne.jp/~t-catv/wakakiongakuka.html

賛助会員（協賛いただいた皆様）

会津酒造 阿部耳鼻咽喉科医院 きむらクリニック

太陽舎クリーニング 高橋医院 長谷川医院

馬場医院 馬場清紀事務所 福島民報社南会津支局

福島民友新聞社南会津支局 丸山館 室井理容店

50音順 敬称略

司会 鈴木啓太
大橋真紀


