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ピアノ独奏 徳永暁人作曲 渡月橋〜君

アンサンブル 杉本竜一作曲 BELIEVE

うたうたうたうた    赤石桃菜赤石桃菜赤石桃菜赤石桃菜    赤石羽菜赤石羽菜赤石羽菜赤石羽菜

ピアノ独奏 母さんの歌、早稲田大学グリークラブ

フルート独奏 ゴーベール作曲

フルート二重奏 ドリーブ作曲 歌劇「ラクメ」より花の二重奏

  

リコーダー独奏 J.S.バッハ作曲

 J.S.バッハ作曲

フルート二重奏 モーツァルト作曲

ピアノ連弾 夢をかなえてドラえもん

ドラム Let it Be 

ドラム ジブリメドレー

クラリネット独奏 W.A.モーツァルト作曲

クラシックギター "フェルナンド 

 タレガ作曲   アルハンブラの思い出

クラリネットアンサンブル モーツアルト作曲

  Fl. Fl. Fl. Fl. 

声 楽 "ブラームスによる子供のための民謡集より「青い鳥」

 「クリスマス」、

フルート独奏 J.S.バッハ作曲

  

クラリネットアンサンブル 灰田有紀彦作曲

クラリネット独奏 ガーシュウィン作曲

リコーダー独奏 ヘンデル作曲 リコーダーソナタへ長調より

 「何でもないや」

声 楽 山田耕筰作曲 赤とんぼ

フルート独奏 J.S. バッハ作曲

ピアノ独奏 ヨハン・シュトラウス

ピアノ独奏 ショパン作曲   

 ベートーヴェン作曲

アンサンブル Lucky Chops 編曲

(Tp.(Tp.(Tp.(Tp.森森森森    久留実久留実久留実久留実    BassTb.BassTb.BassTb.BassTb.田島田島田島田島    

サックス合奏 月光価千金、枯葉

(Tsax. (Tsax. (Tsax. (Tsax. 柴崎柴崎柴崎柴崎    昇昇昇昇        Asax. TpAsax. TpAsax. TpAsax. Tp

ジャズバンド 枯葉、 Foi a Saudade
        （（（（A. Sax A. Sax A. Sax A. Sax 

トロンボーンアンサンブル ドイツ舞曲から、長崎は今日も雨だった、トロンボーンファミリーから

 太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部

    

テラシック コンサート 

2017 年１１月４日 18:30～  大信寺本堂

渡月橋〜君 想ふ〜 

BELIEVE 

赤石羽菜赤石羽菜赤石羽菜赤石羽菜、、、、リコーダーリコーダーリコーダーリコーダー    関根凛関根凛関根凛関根凛、、、、キーボードキーボードキーボードキーボード    赤石陽菜赤石陽菜赤石陽菜赤石陽菜

母さんの歌、早稲田大学グリークラブ OB作曲 遥かな友に 

ゴーベール作曲 マドリガル Fl. Fl. Fl. Fl. 原原原原    

歌劇「ラクメ」より花の二重奏 

 Fl.Fl.Fl.Fl.原原原原        純子純子純子純子    Fl.Fl.Fl.Fl.相場相場相場相場

バッハ作曲 無伴奏ヴァイオリンソナタ １ アダージョ、

バッハ作曲 無伴奏ヴァイオリンソナタ 2 アレグロ 

モーツァルト作曲 フルート四重奏曲 K.285 第２,３楽章 

夢をかなえてドラえもん 

 

ジブリメドレー 

モーツァルト作曲 クラリネット五重奏曲より Cl. Cl. Cl. Cl. 

 ソル作曲  月光、フランシスコ  

アルハンブラの思い出 

モーツアルト作曲 ディベルティメント No.1 ロンド

Fl. Fl. Fl. Fl. 小澤小澤小澤小澤    和美和美和美和美    Fl. Fl. Fl. Fl. 高橋高橋高橋高橋    美根尾美根尾美根尾美根尾    Cl. Cl. Cl. Cl. ティム・ソーパーティム・ソーパーティム・ソーパーティム・ソーパー

ブラームスによる子供のための民謡集より「青い鳥」、「羊の子守歌」

、「雪のように」" 高橋高橋高橋高橋

バッハ作曲 二つのメヌエット、ラルゴ 

 Fl. Fl. Fl. Fl. 竹澤竹澤竹澤竹澤    孝、孝、孝、孝、Pf. Pf. Pf. Pf. 

灰田有紀彦作曲 鈴懸けの径 

ガーシュウィン作曲 ラプソディ イン ブルー 

リコーダーソナタへ長調より Siciliana と allegro
「何でもないや」 

赤とんぼ 築比地築比地築比地築比地    幸子幸子幸子幸子    Fl.Fl.Fl.Fl.

バッハ作曲 無伴奏組曲から  1、3、4 楽章 

ヨハン・シュトラウス 1世作曲 ラデツキー行進曲 

   エチュード Op.10-8、 

ベートーヴェン作曲   ピアノソナタ ニ長調 Op.10-3 第 1

編曲 DANZA、Problem 

    圭太圭太圭太圭太    A.SaxA.SaxA.SaxA.Sax 栃木栃木栃木栃木    翔太翔太翔太翔太    B.SaxB.SaxB.SaxB.Sax 広島広島広島広島    徹徹徹徹    TubaTubaTubaTuba

月光価千金、枯葉 

Asax. TpAsax. TpAsax. TpAsax. Tp 大橋大橋大橋大橋    茂茂茂茂    Asax Asax Asax Asax 本間本間本間本間    俊宏俊宏俊宏俊宏    Asax Asax Asax Asax 新谷新谷新谷新谷

guitarguitarguitarguitar 藤社藤社藤社藤社    達郎達郎達郎達郎    Per. Per. Per. Per. 須藤須藤須藤須藤

Foi a Saudade 
A. Sax A. Sax A. Sax A. Sax 渡辺渡辺渡辺渡辺    均均均均    Parc. Parc. Parc. Parc. 山野山野山野山野    覚覚覚覚    Pf. Pf. Pf. Pf. 清水清水清水清水    昌枝昌枝昌枝昌枝

ドイツ舞曲から、長崎は今日も雨だった、トロンボーンファミリーから

太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部太田トロンボーン倶楽部    ((((キャロライン・ハワード、跡部キャロライン・ハワード、跡部キャロライン・ハワード、跡部キャロライン・ハワード、跡部    圭一、鈴木圭一、鈴木圭一、鈴木圭一、鈴木

 補助事業（助成金が交付されました）

本堂 

 斉藤さくら斉藤さくら斉藤さくら斉藤さくら 

  

赤石陽菜赤石陽菜赤石陽菜赤石陽菜、、、、ピアノピアノピアノピアノ    関根菜愛関根菜愛関根菜愛関根菜愛    

 岡田岡田岡田岡田    恵子恵子恵子恵子 

        純子純子純子純子    Pf. Pf. Pf. Pf. 高橋高橋高橋高橋        留美子留美子留美子留美子 

相場相場相場相場        皓一皓一皓一皓一    Pf.Pf.Pf.Pf.高橋高橋高橋高橋        留美子留美子留美子留美子    

アダージョ、 

 岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷岡ノ谷    史夫史夫史夫史夫 

 岡田岡田岡田岡田    真幸、竹澤真幸、竹澤真幸、竹澤真幸、竹澤    孝孝孝孝    

 森田森田森田森田    陽、森田陽、森田陽、森田陽、森田    皐月皐月皐月皐月 

 森田森田森田森田    皐月皐月皐月皐月    Pf.Pf.Pf.Pf.茂木茂木茂木茂木    亨亨亨亨 

 森田森田森田森田    陽陽陽陽        Pf.Pf.Pf.Pf.茂木茂木茂木茂木    亨亨亨亨 

Cl. Cl. Cl. Cl. 夏見えみ夏見えみ夏見えみ夏見えみ    Pf. Pf. Pf. Pf. 茂木茂木茂木茂木    亨亨亨亨 

 鈴木鈴木鈴木鈴木    友和友和友和友和 

ロンド 

ティム・ソーパーティム・ソーパーティム・ソーパーティム・ソーパー    Cl. Cl. Cl. Cl. 松本松本松本松本    允允允允    

「羊の子守歌」、 

高橋高橋高橋高橋    真理子真理子真理子真理子    Pf. Pf. Pf. Pf. 照内照内照内照内    純子純子純子純子 

Pf. Pf. Pf. Pf. 竹内竹内竹内竹内    さくら、竹内さくら、竹内さくら、竹内さくら、竹内    浩子浩子浩子浩子 

 クラ八クラ八クラ八クラ八 

 佐藤佐藤佐藤佐藤    玲子玲子玲子玲子 

allegro、 

 原島原島原島原島    富男富男富男富男 

Fl.Fl.Fl.Fl.竹澤竹澤竹澤竹澤    孝孝孝孝    Pf. Pf. Pf. Pf. 吉野吉野吉野吉野    美加美加美加美加    

 相相相相場場場場    皓一皓一皓一皓一 

 吉野吉野吉野吉野    美加美加美加美加 

1 楽章 齋藤齋藤齋藤齋藤    杏優杏優杏優杏優 

 Chin'sChin'sChin'sChin's（チンズ）（チンズ）（チンズ）（チンズ） 

TubaTubaTubaTuba 齋藤齋藤齋藤齋藤    修修修修    Drum Drum Drum Drum 山本山本山本山本    翔太翔太翔太翔太))))    

 ダンディーズダンディーズダンディーズダンディーズ    & & & & DDDD----girlsgirlsgirlsgirls    

新谷新谷新谷新谷    優子優子優子優子    Asax Asax Asax Asax 田所田所田所田所    理以奈理以奈理以奈理以奈        

須藤須藤須藤須藤    芳朗芳朗芳朗芳朗    Pf Pf Pf Pf 江原江原江原江原    久美子久美子久美子久美子))))    

 心のすきま心のすきま心のすきま心のすきま    

昌枝昌枝昌枝昌枝    Base Base Base Base 大河大河大河大河    清志）清志）清志）清志）    

ドイツ舞曲から、長崎は今日も雨だった、トロンボーンファミリーから 

圭一、鈴木圭一、鈴木圭一、鈴木圭一、鈴木    義幸、山上義幸、山上義幸、山上義幸、山上    有造有造有造有造))))    

（助成金が交付されました） 


