
2019 年度学内演奏会プログラム

■短期大学部（2 年次生）

7 月 25 日（木）9:45 開場、10:15 開演、15:20 頃終演予定

【管弦楽】

・小嶋 美結（クラリネット）鈴木 奈津子（ピアノ）

F. ダンツィ：ソナタ 変ロ長調 第 1 楽章

・佐藤 文香（サクソフォン）矢加部 幸恵（ピアノ）

J. C. ウォーレイ：ソナタ 第 2 楽章 第 3 楽章

・佐川 秀美（テューバ）成田 有花（ピアノ）

A. ワイルダー：テューバとピアノのための組曲 第 1 番（エフィー組曲）Ⅴ Ⅵ Ⅲ Ⅳ

・児玉 樹里（クラリネット）鈴木 奈津子（ピアノ）

C. ドビュッシー：第 1 狂詩曲

・中村 ふれいあ（トランペット）浦野 莉夏（ピアノ）

V. ブラント：演奏会用小品 第 1 番

・八倉巻 杏菜（フルート）成田 有花（ピアノ）

C. ライネッケ：フルート協奏曲 ニ長調 第 1 楽章

・田嶋 利来（トランペット）加藤 伶（ピアノ）

J. トゥリン：2 つの肖像画

・藤波 亜美（トランペット）榊原 響子（ピアノ）

J. N. フンメル：トランペット協奏曲 変ホ長調 第 1 楽章

--- 休憩 ---

・谷島 菜月（フルート）

E. ボザ：イマージュ

・齋藤 遼（トランペット）鈴木 奈津子（ピアノ）

T. シャルリエ：ソロ・ド・コンクール

・澤田 彩（フルート）浦野 莉夏（ピアノ）

C. M. ヴィドール：組曲 作品 34 第 1 楽章 第 2 楽章

・木ノ本 莉菜（コントラバス）池山 恵未（ピアノ）

T. ピットフィールド：ソナチネ ハ長調 第 1 楽章 第 2 楽章

・池村 彩菜（サクソフォン）矢加部 幸恵（ピアノ）

J. ドゥメルスマン：オリジナルテーマによる幻想曲

・平賀 詩乃（フルート）成田 有花（ピアノ）

G. ユー：ファンタジー

・中俣 衣利加（ホルン）矢加部 幸恵（ピアノ）

C. サン=サーンス：演奏会用小品 第 94 番



・藤原 惇嗣（ギター）

J. トゥリーナ：セヴィリア風幻想曲

・新井 茉菜（ユーフォニアム）池山 恵未（ピアノ）

P. V. デ・ラ・ヌー：コンサートピース

【2 台ピアノ／連弾】14:00 開始予定

・髙橋 涼花 浦野 莉夏

J. ブラームス：ハンガリー舞曲 第 1 番

・髙田 優夏 服部 沙樹

A. ハチャトゥリアン：「仮面舞踏会」よりワルツ

・浦野 莉夏 芝崎 由華

W. A. モーツァルト：2 台のピアノのためのソナタ ニ長調 K448 第 1 楽章

・小林 美波 内藤 匠

W. A. モーツァルト：2 台のピアノのためのソナタ ニ長調 K448 第 3 楽章

【声楽】14:30 開始予定

・西村 亜純（ソプラノ）芝崎 由華（ピアノ）

F. P. トスティ：もう一度！ Ancora!

W. A. モーツァルト：オペラ《フィガロの結婚》より〈恋とはどんなものかしら〉

Opera “Le Nozze di Figaro” Voi, che sapete

・日高 志帆 芝崎 由華（ピアノ）

三木 露風：ふるみち

まど みちお：ケヤキ

・渡辺 美波（ソプラノ）佐々 理子（ピアノ）

G. ロッシーニ：約束 La promessa

W. A. モーツァルト：オペラ《コシ・ファン・トゥッテ》より〈女も 15 になれば〉

Opera “Così fan tutte” Una donna quindici anni

・小田倉 瑞季（ソプラノ）石原 郁子（ピアノ）

W. A. モーツァルト：オペラ《ドン・ジョヴァンニ》より〈ぶってよ、マゼット〉

Opera “Don Giovanni” Batti, batti o del Masetto

中田 喜直：こころ

・笹田 遥香（ソプラノ）石原 郁子（ピアノ）

G. ドニゼッティ：オペラ《連隊の娘》より〈さようなら〉

Opera “La Figlia del Reggimento” Convien Partir

・片山 明花里（ソプラノ）石原 郁子（ピアノ）

C. グノー：オペラ《ロミオとジュリエット》より〈私は生きたいの〉

Opera “Romeo ét Juliette” Je veux vivre

・片山 明花里（ソプラノ）笹田 遥香（ソプラノ）石原 郁子（ピアノ）

W. A. モーツァルト：オペラ《羊飼の王様》より〈王座につくためにおゆきなさい いとしい人よ〉

Opera “Il rè pastore” Vanne a regnar, ben mio



■大学（器楽コース／声楽コース 3 年次生）

2019 年 7 月 26 日（金）11:30 開場、12:00 開演、15:40 頃終演予定

【弦楽】

・丸尾 佳帆（ヴィオラ）肥後 莉々香（ピアノ）

F. シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D821 第 1 楽章

【管楽】

・吉村 明香（フルート）肥後 莉々香（ピアノ）

B. ロンベルク：フルート協奏曲 ロ短調 作品 30 第 1 楽章

・板垣 有哉（フルート）肥田 舞夏（ピアノ）

W. A. モーツァルト：フルート協奏曲 ニ長調 K314 第 1 楽章

・梅津 桜（フルート）能村 礼子（ピアノ）

A. ヴィヴァルディ：フルート協奏曲 ヘ長調 作品 10-1「海の嵐」

【声楽】

・沼澤 美佑（ソプラノ）石原 郁子（ピアノ）

C. F. グノー：オペラ《ファウスト》より〈なんと美しいこの姿〉

Opera “Faust” Ah! Je ris de me voir si belle

R. シュトラウス：万霊節 Allerseelen

・梅沢 花奈美（ソプラノ）熊谷 萌々（ピアノ）

G. B. バッサーニ：眠っているのか、美しい女よ Dormi, bella

W. A. モーツァルト：静けさはほほえみつつ Ridente la calma

W. A. モーツァルト：オペラ《フィガロの結婚》より〈恋とはどんなものかしら〉

Opera “Le Nozze di Figaro” Voi che sapete

・神之浦 真水（ソプラノ）コジャ 美奈（ピアノ）

M. A. チェスティ：いとしい人の周りに Intorno all'idol mio

W. A. モーツァルト：オペラ《フィガロの結婚》より〈愛の神よ 照覧あれ〉

Opera “Le Nozze di Figaro” Porgi amor qualche ristoro

--- 休憩 ---

【管打楽】

・一色 麻衣（打楽器）若山 真子（ピアノ）

D. ミヨー：マリンバとヴィヴラフォンのための協奏曲 作品 278 第 2 楽章

【ピアノ独奏】

・肥後 莉々香

C. ドビュッシー：《映像 第 2 集》より〈金色の魚〉

・鈴木 陽菜

F. ショパン：ノクターン 第 13 番 ハ短調 作品 48-1



・馬場 千遥

C. ドビュッシー：喜びの島

【管打楽】

・渡部 遥（サクソフォン）鈴木 奈津子（ピアノ）

P. クレストン：ソナタ 作品 19 第 2 楽章 第 3 楽章

・坪井 美佳（ホルン）矢加部 幸恵（ピアノ）

A. ロセッティ：ホルン協奏曲 変ホ長調第 1 楽章

・丹呉 智哉（ホルン）宮㟢 琴音（ピアノ）

H. ノイリンク：低音ホルンとピアノのためのバガテル

・長野 志帆（トランペット）望月 さくら（ピアノ）

E. ボザ：ルスティーク（田舎者）

--- 休憩 ---

【2 台ピアノ】

・肥田 舞夏 田中 弘子

E. シャブリエ：3 つのロマンティックなワルツ 第 3 番

・髙樋 真梨乃 坪松 さくら

S. プロコフィエフ：組曲《シンデレラ》作品 87 フィナーレ

・水岡 幸千代 若山 真子

C. サンサーンス：死の舞踏 作品 40

【管打楽】

・粟飯原 大介（クラリネット）若山 真子（ピアノ）

C. M. von ウェーバー：序奏と主題と変奏

・槇野 晴香（クラリネット）

I. ストラヴィンスキー：クラリネットのための 3 つの小品

・小林 萌（クラリネット）能村 礼子（ピアノ）

P. ヒンデミット：ソナタ 第 1 楽章

・江連 夏帆（フルート）成田 有花（ピアノ）

T. ベーム：グランド・ポロネーズ 作品 16

・吉田 きらり（フルート）池山 恵未（ピアノ）

F. クーラウ：序奏とロンド 作品 98

【弦楽】

・清水 ちひろ（ヴァイオリン）肥後 莉々香（ピアノ）

E. グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ 第 3 番 ハ短調 作品 45 第 1 楽章


