
第 1 部

アンサンブル 田島中学校吹奏楽部

１♪エオリアン・カルテット 金田真一 （打楽器アンサンブル）

シロフォン、マリンバ、グロッケン：渡部まりあ ティンパニ：大塚こころ

スネアドラム、シンバル、トムトム、トライアングル：平野木乃美

ビブラフォン：湯田 楓加 様々な打楽器の音色をお楽しみください

2 ♪この重荷をおろしたら 黒人霊歌 編曲 山本教生

トランペット：湯田 寛人 トランペット：穴澤 詩織

ホルン：大竹 想笑 トロンボーン：保科 百花

ユーフォニウム：阿部 真香 チューバ：宗像 綾乃

軽快な黒人霊歌を金管アンサンブルで演奏します

ピアノ連弾

3 大橋 真唯 田島中 3 中村 美涼 田島中 3

♪東京ディズニーランドエレクトリカルパレード

中学最後の思い出に二人で連弾します

4 稲本 多笑 田島小５ 渡部 心羽 田島小５

♪おおかみなんかこわくない F.churchill

私達は女子ソフト部で全国大会へ出場しました。今日は二人息を合わせて

5 馬場 咲奈 田島小１ 室井和可子

♪ひげじいさん・まつぼっくり 平山英光

はじめてのステージ。ドキドキですが頑張ります

6 半谷 文葉 暁の星幼稚園年中 猪股 由貴

6♪聖者が町にやってくる アメリカの曲

7♪みつばちマーチ 外国の曲

ピアノを始めて 1 年。一生懸命演奏します！

8 柏倉 春奈 桧沢中１ 柏倉 杏美 桧沢小３

♪さんぽ 久石譲

姉妹二人で力を合わせて頑張ります

9 大桃 唯華 会津高１ 大竹 海咲 田島中２

♪剣の舞 ハチャトゥリアン

バレエ「ガイーヌ」の最終幕での曲です。剣を持ち戦う踊りを表現したいです

10 星 大地 田島高１ 玉水 美紅

♪崖の上のポニョ 久石 譲

ポニョをカッコよく弾きます！演奏とコスプレを楽しんでください

ピアノソロ

11 稲本 笑子 田島小３ ♪柱時計 フォルスト

時計がカチカチ・ボーンと鳴っているように弾きたいです

12 佐藤 優羽 田島第二小３ ♪レット・イット・ゴー（劇中歌）

～ありのままで Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

アナと雪の女王の映画を観てこの曲が大好きになりました

13 猪股 柊杏 田島小２ ♪ぶんぶんぶん ボヘミア民謡

みんなの知っている曲、元気よく弾きたいです

14 木下 侑茉 荒海小２ ♪ちいさな世界 シャーマン兄弟

同じリズムで弾くことが難しく心の中で数えながら練習しました

15 大山 舞 田島小２ ♪インディアンの踊り コルトー

初めての一人での演奏です！よろしくおねがいします

16 榊原 理音 田島小２ ♪アラベスク ブルグミュラー

2 回目の参加。素敵に弾きたいです！

17 掃部 夏央 桧沢小２ ♪風の谷のナウシカ～オープニング 久石譲

虫や飛行機がたくさん出る。ナウシカの物語が大好きです

18 小椋 瑞月 田島小２ ♪たんじょう日マーチ ケーラー

たくさんの人の前で弾くのは初めて。頑張ります

19 湯田緋真梨 暁の星幼稚園年中 ♪きらきら星 フランスの曲

今年の春からピアノをはじめました。頑張ります

20 猪股 凛桜 田部原保育所年中 ♪しゃぼん玉のメヌエット 鵜月一秀

いつもにこにこ笑顔で練習しています。頑張って演奏します。

21 馬場 梨吏 荒海小１ ♪メヌエット メルヴィン・ステッカー

初めて参加します。メロディーが気に入っています

22 星 瀬那 旭田小１ ♪しゃぼん玉 中山晋平

2 回目の参加です。緊張してますが頑張ります！

23 芳賀 香帆 荒海小１ ♪ようかい体操第 1 菊谷知樹

はじめての参加ですピアノが大好き！

24 森 榎梨奈 田島小１ ♪島人（しまんちゅ）ぬ宝 BIGIN

沖縄のメロディーと美しい自然を感じてください！

25 星 真羽 田島小４ ♪星に願いを L.Haline

映画ピノキオで流れる曲です。やさしく弾きます

26 平野 花 桧沢小 4 ♪ピンクのチューリップ Dennis Alexande

今日の為に一生懸命練習してきました。頑張って弾きます

27 齋藤 舞花 舘岩小４ ♪プロムナード ムソルグスキー

展覧会の絵で有名な曲。リズムに乗り私らしく弾きたいです

28 福田 紗弓 田島第二小５ ♪ハトと少年 久石譲

ジブリ「ラピュタ」の中でトランペットで流れる曲です。頑張ります

29 星 茜音 田島第二小 5 ♪リフレクション Matthew Wilder

ディズニープリンセスの中からムーランルージュの曲を選びました

30 大桃訓太朗 田島小６ ♪彼こそが海賊 Hans.Zimmer

パイレーツオブカリビアンで流れる曲。カッコ良く弾きたい！

31 星 若夏 田島中 1 ♪六兆年と一夜物語 Arr.marasy

とても難しい曲でした。頑張って練習しました

32 星 春奈 舘岩中 1 ♪愛を叫べ 嵐（唄）

大好きな嵐の曲。心を込めて

33 齋藤 美月 舘岩中１ ♪トリセツ 西野カナ（唄）

同音連打、難しかったです。頑張って弾きます

34 塩生 紋加 荒海中２ ♪アシタカ聶記（せっ記） 久石譲

もののけ姫に出てくるとてもカッコいい曲です

35 齋藤 朱里 田島中３ ♪ホールニューワールド A.Menken

空飛ぶじゅうたんに乗って世界をまわる時に流れる曲です

36 渡部 夏菜 会津高１ ♪ソナタ OP10-1 第 1 楽章 べートーベン

通学で帰宅時間が遅い中コツコツと練習しました。

37 星 日奈子 南会津高３ ♪月の光 ドビュッシー

今年で舘岩を離れ進学します。記念のステージです

～休憩～15 分 再演 5 分前にチャイムでお知らせ

第 2 部

弾き語り

38 山内 惇 東京都 ♪This Love アンジェラ・アキ

実家は田島。都内でアニソンなどを歌って活動。ジュンジュンで検索してね

うた

39 星 茜音 田島第二小５ ♪リトルマーメイドより

パート オブ ユア ワールド A.Menken

リトルマーメイドのミュージカルを見て感動。そんなアリエールの歌より

アンサンブル

40♪ロンドンデリー・エアー アイルランド民謡

ピアノ：高野桃姫 会津学鳳中１ フルート：皆川咲羽 田島中２

アルトサックス：阿部莉子 田島中２

よさこいの仲間です。はじめての 3 人のステージです

ピアノソロ

41 星 瀬那 旭田小１ ♪鉄腕アトム 高井達雄

保育園でみんなで合奏した思い出の曲です。元気に弾きます！

42 星 遥日 田島小１ ♪聖者の行進 アメリカ民謡

テンポのいい曲です。楽しんで弾きたいです

43 星 歩実 田島第二小 1 ♪かわいい Baby 樹原涼子

かわいくてかっこいい曲。この曲が好きになりました



44 寺島小百合 田島小１ ♪こどもの歌 ベール

たくさん練習しました。楽しく弾きたいです

45 渡部萌々香 田島小２ ♪くまのプーさん シャーマン兄弟

むずかしい音がたくさんあって大変でした。楽しく弾きます

46 舟木 克 田島小２ ♪インディアンの踊り コルトー

踊りたくなるような楽しいピアノを弾きたいと思います

47 室井 愛梨 田島小４ ♪ハナミズキ 一青窈

このホールのピアノを 1 度は弾きたいと思っていました。頑張ります

48 大竹 杏実 田島第二小 5 ♪ノクターン リヒナー

今年はペダルを使ったきれいな曲に挑戦しました

49 室井 香恋 田島小 5 ♪小さなようせいのワルツ ストリーボック

田島のコンサート初デビューです！今日は楽しく踊るように！

50 高橋 拓希 田島小６ ♪バラード ブルグミュラー

今年は少し大人っぽい曲に挑戦してみました

51 生亀瑠希野 田島中 1 ♪ヒカリへ Miwa

Miwa の中で一番大好きな曲、頑張って弾きます

52 山口なつみ 田島中 1 ♪明日も 亀田誠治

映画「カノジョは嘘を愛しすぎてる」で演奏される曲です。元気が出るように…

53 鹿目 遥 田島中 1 ♪紅蓮(ぐれん)の弓矢 Revo

大好きな「進撃の巨人の曲です」譜読みが大変でしたが頑張りました

54 皆川 咲羽 田島中２ ♪糸 中島みゆき

家族も大好きな曲です。アレンジも加えて練習してきました

55 阿久津れい 荒海中１ ♪Summer 久石譲

家族みんなが大好きな曲。日頃の感謝を込めて弾きたいです！

56 大竹 海咲 田島中２ ♪Baby,God Bless You~birth 清塚信也

ドラマ「コウノドリ」で流れる曲です。皆さんの耳に残る演奏をしたい。

57 大桃 唯華 会津高１ ♪ノクターン嬰ハ短調 遺作 ショパン

戦場のピアニストで有名になりました。気持ちを込めてしっかり弾きます。

58 星 日奈子 南会津高３ ♪アラベスク 1 番 ドビュッシー

高校最後のステージです。流れるようにしっかり弾きたいです

59 星 大地 田島高２ ♪愛の夢３番 Franz Liszt

リストで最も有名な曲です。たくさん練習しました。聴いてください

60 神野藤辰也 南会津町 ♪情熱大陸 葉加瀬太郎

田島に赴任して 3 年。第 2 の故郷の気がします。これからも情熱をもって！

ピアノ連弾

61 星 莉那 田島第二小６ 湯田 寧々 田島第二小５

♪いつか王子様が F.churchill

白雪姫と王子様になりきって弾きます！

62 平野 花 桧沢小４ 鈴木 花 桧沢小４

♪３匹のこぶたより 狼なんかこわくない F.churchill

ひら花・すず花と呼ばれる二人。この日を楽しみに練習してきました

63 星 真羽 田島小４ 斎藤 朱里 田島中３

♪ハイホー F.churchill

初めてのいとこ同士の連弾です。息を合わせてがんばります

64 星 竜也 田島第二小６ 星 悠真 田島第二小３

♪ルパン３世のテーマ‘78 大野雄二

銭形のとっつぁんとカーチェイスしてるように迫力満点で演奏します

65 大竹 想笑 田島中１ 渡部 雅 田島中１

♪生まれてはじめて Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

最初は合わせるのに大変でした。今日は心をひとつにして弾きます

66 渡部 夏菜 会津高１ 渡部 愛美 葵高 1

♪ドリーの庭 フォーレ

高校では、それぞれ合唱部と陸上部の二人。マナカナコンビで弾きます

67 室井和可子 大塚 利恵

♪スターウォーズ John.williams

今話題の映画。スケールの大きさを表現できたらと思います

司会 大橋真紀 室井和可子 阿部徳子

本日はお忙しい中、ご来場いただきありがとうございました

ここ御蔵入交流館文化ホールには世界三大ピアノの 1 つといわれるベ

ヒシュタインのピアノが設置されています。そんな素晴らしいピアノ

を子供たちに弾かせたい、音楽活動者に発表の場を、という思いから

このコンサートの企画が始まりました。夏から学校、地域へ募集を行

い応募された皆さんが出演します。昨年は 10 回目を迎え記念のコンサ

ーを開催しました。今回で 11 回目を迎え新しい出発を迎える事が出来

ました。このコンサートの出演をきっかけに自信がついた、ほかの学

校の皆さんと交流できた等の、嬉しい声も聞こえ、関係者も励まされ

ております。そして最後まで聴いていただくことが何よりの応援と思

っております。どうぞ最後までお聴き頂き拍手をお願い致します。ま

た、多くの協賛者の方々の応援によりこのコンサートを開催すること

ができました事、ここに御礼申し上げます。

出演者・関係者一同

入場無料・全席自由

第 1部：1３時～

第 2部：14 時 50 分ごろ～

終演 ：16 時 45 分（予定）

託児 ：14 時～検診ホール

★途中からも自由にご利用できます

（子育て支援センター）

地域の音楽活動、文化の発展を応援します。

会津酒造株式会社 あべクリニック（耳鼻咽喉科） 稲富歯科医院

開當男山酒造 音楽鑑賞グループ森の会 押部歯科医院

医療法人きむらクリニック 国権酒造株式会社

司法書士馬場清紀事務所 株式会社鈴木建設 太陽舎クリーニング

ダスキン田島 高橋医院 なかむら歯科医院 なごみ接骨院

馬場医院 医療法人みぎわ会長谷川医院 福島民報社

福島民友新聞社 株式会社皆川測量 民宿ふれあい 室井理容店

敬称略 ご協賛ありがとうございました

会員募集中！ 只今会では、コンサートの企画運営を一緒にしていただく

会員を募集中です。お気軽に声をおかけください！

お問合せ 阿部 0241－62－1248 09062594270

室井 09040413180 梅宮 0241－62－0186

主催 若き音楽家を育てる会 http://young-musician.jimdo.com/

後援 南会津町教育委員会 福島民報社 福島民友新聞社


