テラシック コンサート
第 12 回 2018 年５月５日 18:00～ 大信寺本堂
ピアノ連弾
ピアノ独奏
ピアノ独奏
独 唱
クラリネット独奏
ピアノ連弾
独 唱

馬飼野康二作曲 勇気 100%
Pf. 川崎 慧良、森田 皐月
米津玄師作曲 Lemon
Pf. 川崎 慶子
カバレフシキー作曲 ソナチネ op.13-1 第 3 楽章、黒うさ作曲 千本桜 伊藤 大喜
いきものがかり「笑顔」
石毛 志桜里、ギター 清水 勇輔
ミヨー作曲 ソナチネ第 2 楽章
岡部 はるな
フランス民謡 キラキラ星、黒うさ作曲 千本桜
茅野 翔大、須田 順子
そらのふしぎ ミュージカルより 「心の虹～Shining Rainbow」
、
「見えない翼」
竹内 さくら、片岡 晴子、Pf.
晴子、Pf. 竹内 浩子
鍵盤ハーモニカ独奏 E.グリーグ作曲 叙情小曲集第１集 Op.12 より２．ワルツ、３．夜警の歌,、
L.アンダーソン作曲 シンコペイテッド・クロック
新井 恵美
フルート独奏
ムーケ作曲 フルートソナタ op.15 パンの笛
Fl. 石黒茉果、Pf.
石黒茉果、Pf. 高橋留美子
トロンボーン独奏
テレマン作曲 ソナタ
Tb. 井達梨南 、Pf. 高橋留美子
トランペット独奏
ヘンデル作曲 オラトリオ「サムソン」より 名誉と腕
Tp. 川島くるみ、Pf.
川島くるみ、Pf. 高橋留美子
バスクラリネット独奏 ボザ作曲 バラード
Bass Cl. 田沼穂乃佳、Pf.
田沼穂乃佳、Pf. 高橋留美子
フルート独奏
ドボルザーク作曲
ユーモレスク
Fl. 原 純子、Pf.
純子、Pf. 小島 恵里
クラリネット独奏
プーランク作曲 ソナタ 3 楽章
Cl.根岸咲麗、
Cl.根岸咲麗、Pf.
根岸咲麗、Pf. 石戸真裕
アルトサックス独奏 シャイユー作曲 アンダンテとアレグロ
A. Sax. 藤栄碧衣、Pf.
藤栄碧衣、Pf. 石戸真裕
フルート独奏
トゥルー作曲 グラン・ソロ 13 番
Fl. 小野美雨、Pf.
小野美雨、Pf. 石戸真裕
クラリネット独奏
プーランク作曲 ソナタ 1 楽章
Cl. 原田美咲、Pf.
原田美咲、Pf. 石戸真裕
フルート独奏
シューベルト作曲 萎める花による序奏と変奏 序奏、テーマ、var.1、3
Fl. 原 純子、Pf.
純子、Pf. 高橋 留美子
バイオリン独奏
ブラームス作曲 ハンガリー舞曲 第 5 番
Vn. 松本純子、Pf.
松本純子、Pf. 築比地 幸子
津軽三味線
長者の山・津軽甚句
相場 萌
リコーダー独奏
J.S.バッハ作曲 無伴奏ヴァイオリンパルティータⅡより ジーク、
五木の子守歌幻想
岡ノ谷 史夫
独 唱
この道、平和を求める祈り、世界の友よ手をつなごう
酒巻 深雪
フルート独奏
イベール作曲 フルート独奏のための小品、プーランク作曲 ソナタ第一楽章
Fl. 相場 皓一、Pf.
皓一、Pf. 根岸 玲恵
ソプラノ独唱
シューベルト作曲 アヴェ・マリア
ダニエラ・ブスタマンテ(Daniela
ダニエラ・ブスタマンテ(Daniela Bustamante)、ギター伴奏
Bustamante)、ギター伴奏 清水宣晶
リコーダー独奏
NHK 連続テレビ小説「ひよっこ」より「若い広場」
、
ヘンデル recorder ソナタ イ短調 3 Adagio 4 Allegro
原島 富男
独 唱
ヘンデル 作曲 樹木の陰で、スカルラッティ作曲 陽はすでにガンジス川から
新井 壮市郎、Pf.
壮市郎、Pf. 西川 友唯
サックスアンサンブル バードランドの子守唄、風のとおり道
クラリーーノ！
（S.sax 津久井 信弥、A.sax
信弥、A.sax 吉田 祐哉、T.sax
祐哉、T.sax 渡邊 彩野、B.sax
彩野、B.sax 下田 瑛美、Drums
瑛美、Drums 本島 佑樹）
リコーダー二重奏
モーツァルト 「バセットホーンのための１２の二重奏」より
1. Allegro 2. Andante 3. Minuet(Allegretto)
岡ノ谷 史夫、原島 富男
独 唱
指田郁也 作詞・作曲 花になれ
岡田 洋子 Pf. 吉野 美加
葫芦丝
施光南做曲 月光下的凤尾竹
岡田 真幸
葫芦丝独奏
声 楽
モーツァルト作曲 Ridente la calma（静けさは ほほ笑みに）
、
Un moto di gioia（Le Nozze di Figaro）
高橋 真理子、Fl.
真理子、Fl. 竹澤 孝、Pf.
孝、Pf. 照内 純子
クラリネットアンサンブル 見上げてごらん夜の星を
奥澤 光男、松村 豊、星野 有希
アンサンブル
モーツアルト「魔笛」より: Eing Madchen oder Weibchen,
Der Vogelfanger bin ich ja
Cl. 塚越 君江、Cl.
君江、Cl. 松本 允
アンサンブル
モーツアルト「ディベルテイメント No.4」より：Adagio, Allegretto
Fl. 高橋 美根尾、Cl.
美根尾、Cl. 松本 允、Cl.
允、Cl. ティム・ソーパー
フルート独奏
モーツァルト作曲 Rondo D-dur
Fl. 竹澤 孝、Pf.
孝、Pf. 照内 純子
ピアノ独奏
小林亜星作曲 野に咲く花のように
吉野 美加
ピアノ独奏
ストラヴィンスキー作曲アゴスティ編曲「火の鳥」より１、３
渡部 恵

