
 

 

 

 おおしろ会 

ピアノ発表会 

 
 

めいぼ 

 

とき・・・・・・2021年 2月6日（土） 

Part1 開場・・・１２：３０  開演・・・１３：００ 

Part2 開場・・・１5：３０  開演・・・１6：００ 

Part3 開場・・・１8：３０  開演・・・１9：００ 

ところ・・・ 清水文化会館 マリナート小ホール 

入場無料  

＊ コロナ渦のため、ご来場者は事前に申し込みのあった御家族のみとさせていただきます。

マスク着用の上、感染防止対策に十分ご配慮ご協力お願いいたします。 

 



はじめのごあいさつ                                     吉田優里 

    

Part.1 

 

1. みんないるとたのしいね  くぼたみゆ  

  ながれぼし   市川夏葵  くぼたみゆ  年中 

2．妖精のハープ   トンプソン いしはらひなた   年長 

≪連弾「 こぶたぬきつねこ」         いしはらふうか  ３歳≫ 

3. パリの花売り少女  ギロック  ながのこさき  年長 

4. チクタク時計   ツェルニー もちづきみき  小１ 

5. ロボット   宮城純一  こぼりりゅうき  小１ 

6. 人形の夢と目覚め  オースティン おさかおり  小１ 

7. かごめ変奏曲   小山清茂  ささきあやね  小１ 

8. 月夜の忍者   服部公一  おおたきまさと  小2 

9. あやしいやつを追いかけろ！ 橋本晃一  こばやしろな  小３ 

１０．あした天気になーれ  中田喜直  杉山ギタ香梨菜  小４ 

11. トルコ行進曲   モーツァルト 吉田優里   小4 

12.ソナタ ハ長調   ハイドン  片山湊   小４ 

 

≪アンサンブル≫ 

1. 「紅蓮華」 

ながのこさき・おさかおり・こぼりりゅうき・ささきあやね・もちづきみき 

おおたきまさと・佐々木琴音・杉山ギタ香梨菜・吉田優里 

2. 「バルーン・ポップ・ポルカ」 

第一ピアノ １ ささきあやね  第一ピアノ ２ 佐々木琴音 

第二ピアノ １ おさかおり  第二ピアノ ２ 吉田優里  

  

Part.２ 

 

1. かごめ変奏曲   小山清茂  ささきあやね  小１ 

2．即興曲 Op.90 No.2   シューベルト 佐々木琴音  小４ 

3. ソナチネ Op.151 No.1 スケルツォ ディアベリ かつまたひなた  小２ 

4. ソナタ Op.４９ No.２  ハイドン     大瀧廣人   小４ 

5. ジャズ・プレリュード  ギロック  深澤蒼   小４ 



６. マズルカ Op.68 No.３  ショパン  吉田明日香  小６ 

7．犬のおどり   兼田敏  たかはしわか  小３ 

8．３つの前奏曲 No.1  ガーシュイン 髙橋佑羽   中2 

≪音楽物語「かわいいココ」 ≫ 

物語・イラスト・作曲・ピアノ  髙橋佑羽      打楽器 たかはしわか 

９．ソナチネ Op.３６ No.３  クレメンティ こやなぎかをる  小３ 

1０. 子供の領分より 

「ゴリウォーグのケークウォーク」 ドビュッシー 小柳祐太郎  小６ 

１１．ピアノのためにより「前奏曲」  ドビュッシー 小柳紫里    中２ 

１２．スペインの歌より「前奏曲」  アルベニス 堀場絵梨   中１ 

 

≪アンサンブル「鬼滅の刃」≫ 

1.  「紅蓮華」 

ささきあやね・かつまたひなた・佐々木琴音・吉田明日香  

２． 「ただ君に晴れ」 

   深澤蒼・吉田明日香・辻日桜里 

３.  「竈門炭治郎のうた」 

    大瀧廣人・吉田明日香・辻日桜里 

４．「 千本桜」 

堀場絵梨・吉田明日香・辻日桜里  

 

Part.３ 

 

1. 2つの演奏会用練習曲より 

「こびとの踊り」  リスト  辻日桜里    小６ 

2．夢想    ドビュッシー 辻日菜子   中3 

3. 前奏曲より Op.２８  

 No.15「雨だれ」 他  ショパン  鈴木亜季   中２ 

４．ソナチネ   ラヴェル  鈴木紗季   中２ 

５. ３つの演奏会用練習曲より「ためいき」 リスト  遠藤あかり  高２ 

6. ハンガリー狂詩曲 第6番 リスト  河野早由李  中３ 

7. バラード 第3番 Op.47 ショパン  真鍋聡音   高２ 

8. 平均律 第１巻 第21番 フーガ バッハ  関根姫花   高３ 

ソナタ Op.2-1   ベートーヴェン  



9. 練習曲 Op.10 No.4  ショパン  松永美輝   高２ 

    パガニーニ練習曲より「ラ・カンパネラ」 リスト   

 

≪アンサンブル≫ 

１．「剣の舞」 

    第一ピアノ 1 辻日桜里  第二ピアノ 1  鈴木紗季  

    第一ピアノ ２ 辻日菜子  第二ピアノ ２  鈴木亜季  

２．「シャンパントッカータ」 

第一ピアノ 1 関根姫花  第二ピアノ １  真鍋聡音   

    第一ピアノ ２ 辻日桜里  第二ピアノ ２  河野早由李 

３．「月の光」 

 ピアノ 松永美輝    アルトサックス 河野早由李    ファゴット 遠藤あかり 

    

 

おわりのごあいさつ                           真鍋聡音 

  

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ピアノ教室 「おおしろ会」            

大人のためピアノ教室  「ぴあのふれんど」   TEL 054-352-5123   054-336-1058  
赤ちゃんのための音楽教室 「みるきいらんど」            http://www.osaki-piano.com/ 
幼児のための音楽教室 「くっきいらんど」   Mail: info@osaki-piano.com 

                                                        大崎 喜代子・延子・妙子 


