
 

 

 

 

 

 

 

第２０回 ピアノ発表会（YouTube 発表会） 

２０２０年１２⽉ 

 

ご挨拶 

このプログラムをお⼿に取って頂き、ありがとうございます。 

第２０回⽬の発表会は、新型コロナウィルス感染拡⼤により、 

YouTube 限定公開という形の発表会とさせて頂きました。 

皆 1 ⼈ 1 ⼈、⾳楽を表現していて、編集は（⼤変でしたが…） 

楽しかったです。 

感激して、じーんと来ることもありました…。 

今回は、教室での録⾳という事で、 

普段のレッスンでの即興演奏⼊っています。 

楽しんでご覧頂けたら、嬉しいです。 

また、今回ご協⼒頂きましたご家族の皆様、 

沢⼭の⽅々に、深く御礼を申し上げます。 

 

ますみ・おんがく・きょうしつ 宝⽥真澄 

090-1053-3089 

ＨＰ https://www.masumi-ongaku-kyo-shitsu.com/  

ブログ https://ameblo.jp/masumi-ongakukyo-shitsu/ 

 
 



 
（第 1 部〜第 4 部は、こちらから）↓ 

    
第 1 部 ソロ演奏 

 
1 内⼭ 登愛    のねずみ           マザーグース 

（伴奏 内⼭視友）       

2 相原 ⼤和    ひこうき           ペース 

3 佐藤 央芽    ジャックとジル        ペース 

4 ⽣⽥ 智章    ３びきのこねこ        ペース 

（伴奏 ⽣⽥由季） よろこびのうた                ベートーヴェン 

           かぼちゃの好きなピーター   マザーグース 
5 林 柚希     かえるのうた              ドイツ⺠謡 

           かっこう（⾃作変奏付き）   ドイツ⺠謡 

           むすんでひらいて       ルソー 

6 湯⽥ 知世    のうかのうらにわで      ペース 

           ⼿をたたきましょう      チェコ⺠謡 

7 廼島 希海    こいぬのマーチ        外国の曲 

あわてんぼうのうた      ドイツ⺠謡 

8 北村 実千花      かっこう           ドイツ⺠謡             

とけいだい          グルリット        

9 Q＆A（即興の問答奏…おとつみきと⿊鍵 5 ⾳のペンタトニックで） 

          内⼭登愛 相原⼤和 佐藤央芽 ⽣⽥智章  

林柚希 湯⽥知世 北村実千花 蔦⽊綺⾳ 

第 2 部 ソロ演奏 

 

1 蔦⽊ 綺⾳  だあれ              ペース 

         あきのいろ（⾃作変奏付き）    ペース 

2 内⼭ 視友  ドレミの歌            ロジャース 

3 壽盛 正宗  「ぴえん」のうた         さんでぼ 

         聖者の⾏進            アメリカ⺠謡 

4  ⼩⼭ 瑞葵  ひばり               フランス⺠謡 

                 だれかの⼼臓になれたなら      ユリイ・カノン 

5 林 莉穂   ミラキュラス レディバグ＆シャノワール テーマソング 

                 ジングルベル            ピアポント 

6 升澤 真穂    ゆかいなまきば           マザーグース 

         幸せなクックー           ドイツ⺠謡 

（ジンボミュージックスクール編） 

7 上⽥ みのり タンポポがとんだ          平吉毅州 

         命に嫌われている。         カンザキイオリ 

8  Q＆A（即興の問答奏…Gメジャー（ト⻑調）で） 

          林莉穂 秋⼭美咲 ⼤橋紗⽉ 出原直⼦ ⼩⼭瑞葵  

 

 

第 3 部 ソロ演奏 
 

 
1 中⾥ 君代  荒城の⽉             瀧廉太郎 

           スワニー河                      フォスター 

2 東 夏⾐   かなしみ             イギリス⺠謡 

           かわいいオーガスティン      ドイツ⺠謡 

3 秋⼭ 美咲   みんなあつまれ（あつまれどうぶつの森より） 
         スラヴ⾏進曲                      チャイコフスキー 



4 村島 聡太    お化け屋敷（⾃作変奏付き）  カバレフスキー 
           チャイニーズ・セレナーデ   フリーゲ 
5  村島 佳歩        牧歌             ブルグミュラー 

           無邪気             ブルグミュラー 

6  ⼤橋 紗⽉    Whirling            ライク 

                     紅蓮華            草野華余⼦ 
7  Q＆A（即興の問答奏…Gメジャー（ト⻑調）で） 

     升澤真穂 廼島希海 湯⽥知世 内⼭視友 壽盛正宗 上⽥みのり 

 

 

第 4 部 四⼿・六⼿連弾 
 

 

1  廼島 希海    ちょうちょう（⾃作変奏付き） ドイツ⺠謡 

升澤 真穂 

 

2  村島 聡太    となりのトトロ                 久⽯譲 

    東 夏⾐ 

       村島 佳歩 

 

3 ⼩出 莉奈        ペールギュントより       グリーク 

  松⽯ ⼼結    「⼭の魔王の宮殿にて」 

   植⽊ 由真 
 
4 ⽇下部 桃⼦   宇宙戦艦ヤマト         宮川泰 

上⽥ 哲⼠ 
 
5 Q＆A（即興の問答奏…ブルーノートの⾳階で） 

   村島聡太 久我⼼乃美 上⽥哲⼠ ⽇下部桃⼦ 藤林⽇彩  

（第 5 部〜第 7 部はこちらから↓） 
 

 
 
 

第 5 部 ソロ演奏 
 

1 ⼩⼭ 和輝    Waltz in D          ライク 

           千本桜           ⿊うさ P 

2 松⽯ ⼼結    楽しき農夫         シューマン 

           不思議の国のピアノランド  樹原涼⼦ 

3 ⼩出 莉奈    バラード          ブルグミュラー 

                     クラシックカーニバルより  ギロック 

           「カーニバルの舞踏会」    

4 久我 ⼼乃美   メヌエット ト⻑調     バッハ/ベッツォルト 
               もののけ姫（⾃作アレンジ） 久⽯譲 

  5 植⽊ 由真    希望への序曲        橋本晃⼀ 

              Make You Happy             J.Y.Park/Lee Hee Sol 
6 藤林  ⽇彩    気楽にいこうよ       ギロック 
           猫             あいみょん 
7 即興演奏…E♭ブルーノートの⾳階で 

              ⼩⼭和輝 ⼩出莉奈 松⽯⼼結 植⽊由真 
 
 



第 6 部 ソロ演奏 

 
1 ⽇下部 桃⼦  ソナタ第 11番第 3 楽章       モーツァルト 

            「トルコ⾏進曲」  

          夜に駆ける               Ayase 

2 上⽥ 哲⼠   ワルツ第 5番「⼩⽝のワルツ」     ショパン 

                  We Are TheChampions      フレディ・マーキュリー 

3 廼島 智朗     天国と地獄             オッフェンバック 

          Secret base〜君がくれたもの〜  町⽥紀彦 

              （⾃作アレンジ） 

4 廼島 優海   無⾔歌集より「⽢い思い出」   メンデルスゾーン 

          あの夏へ             久⽯譲 
5 出原 直⼦   ワルツ２            グリーク 
          恋しくて             BEGIN 
7 即興演奏…⾊々なかえるの歌        

           村島佳歩「アルベルティバスでかえるの歌」 

         廼島優海「スキップのリズムでかえるの歌」 
         廼島智朗「並⾏和⾳でかえるの歌」 

               
 

第７部 講師演奏 
 

1 宝⽥ 真澄    イギリス組曲第 3番 ト短調    J・S・バッハ 

            〜前奏曲 アルマンド  

             クーラント 変奏付きのサラバンド 

             第 1・第 2ガヴォット ジーク  

             
            アメイジンググレイス（⾃作アレンジ） 讃美歌 


