
2015年年年年3月月月月8日日日日 日曜日日曜日日曜日日曜日 10時開場時開場時開場時開場

さざんぴあ博多さざんぴあ博多さざんぴあ博多さざんぴあ博多 多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール 入場無料入場無料入場無料入場無料

10:20開演・・お話聞かせてのお時間

10:30第一部 楽しい歌のパーティ 名曲パーティ ファーストリサイタルパーティ セカンドリサイタル

パーティ

ピアノ リサイタル ソロ レベルP.1.2.3.4 四季のソナチネ

（写真1部撮影）

13:30第二部 ウエルカムアーティストコンサート 2台のマリンバによる演奏会

（写真3部撮影）

14:15第三部 名曲集 豆ピアニスト



おはなし きかせて  おはなし 福本幸子 ピアノ 花崎 望
第一部

たのしいうたのパーティー・名曲パーティたのしいうたのパーティー・名曲パーティたのしいうたのパーティー・名曲パーティたのしいうたのパーティー・名曲パーティ

1 ふねよこげ！ Row,Row,Row Your Boat 池田　百々花 いけだももか 年中 初 山内

2 10人のインディアン Ten Little Indians 寺田　尚悟 てらだしょうご 年中 初 山内

3 ト長調のメヌエット　（バッハ） Minuet in G Bach 田中　怜奈 たなかれな 年中 2 山内

4 歓びのうた　（ベートーヴェン） Ode to Joy Beethoven 新屋　凛乃 しんやりんの 年長 初 花崎

5 びっくり交響曲　（ハイドン） Surprise Symphony Haydn 福入　望未 ふくいりのぞみ 小2 2 花崎

6 ウイリアムテル序曲　（ロッシーニ） William Tell Overture Rossini 古城戸　美月 ふるきどみづき 小1 初 石川

7 ト長調のメヌエット　（バッハ） Minuet in G Bach 吉田　藍人 よしだあいと 小5 2 花崎

ファーストリサイタルパーティ・セカンドリサイタルパーティファーストリサイタルパーティ・セカンドリサイタルパーティファーストリサイタルパーティ・セカンドリサイタルパーティファーストリサイタルパーティ・セカンドリサイタルパーティ

8 かっこう Cuckoo 石橋　研一郎 いしばしけんいちろう 小2 8 花崎

9 フラメンコダンサー Flamenco Dancer 藤原　聖梛 ふじわらせな 年中 2 山内

10 動物園へ行こう Let's Go to the Zoo 石橋　千里 　いしばしちさと 年長 5 花崎

11 おまつり The State Fair 川見 嶺太 かわみりょうた 年中 2 中野

12 ランプのせい The Disappearing Genie 飛賀 葵翠 とびかあおい 小1 4 中野

13 ほっきょくのおともだち Polar Friends 吉田　美結 よしだみゆ 小4 初 石川

ピアノ リサイタル ソロ　プリマー レベルピアノ リサイタル ソロ　プリマー レベルピアノ リサイタル ソロ　プリマー レベルピアノ リサイタル ソロ　プリマー レベル

14 サーカスのパレード Circus Parade 椋野　遥帆 むくのはるほ 年中 2 鬼丸

15 こいぬのスポットくん Spot 宮武　稜子 みやたけりょうこ 年中 2 山内

16 ようきな手品師 The Jolly Juggler 田嶋　和呼 たじまわこ 小3 2 花崎

17 ふうせん売りのピエロ Balloons for Sale 城戸　彩綾 きどさあや 年中 初 福本

18 王様の行進 King's March 植木　愛斗 うえきあいと 小4 5 石川

19 地面を走る鳥“みちばしり” The Roadrunner 楢崎　未穂子 ならさきみほこ 小3 4 石川

ピアノ リサイタル ソロ レベル１ピアノ リサイタル ソロ レベル１ピアノ リサイタル ソロ レベル１ピアノ リサイタル ソロ レベル１

20 がっこうへいこう！ All School Parade 重松　遼司 しげまつりょうじ 小1 3 鬼丸

21 わたしのおともだち Taco Joe 吉田　小春 よしだこはる　 年長 2 山内

22 ハロウィーンの魔女 Halloween Witches 江夏　真央 こうかまお 小1 初 鬼丸

23 まよなかのおどり Midnight Dance 安里 　葵 やすざとあおい 年長 初 中野

24 ダンスしましょう！ Dancing 堺　　大洋 さかいたいよう 小3 6 鬼丸

ピアノ リサイタル ソロ レベル2ピアノ リサイタル ソロ レベル2ピアノ リサイタル ソロ レベル2ピアノ リサイタル ソロ レベル2

25 インディアンの儀式 Indian Ceremonial 田中　美羽 たなかみう　 小1 2 山内

26 軍隊行進曲　 March Militaire 吉田　柑太  よしだかんた 小2 2 山内

27 あわてんぼうブギ Scat Boogie 石野　優有 いしのゆう 小4 5 石川

28 雲 Clouds 小林　美優 こばやしみゆ 小5 2 石川

29 かいぞくの島 Pirate Island 川見  駿太 かわみしゅんた 小2 3 中野

30 ハロウィーンの ゆうれいダンス Ghosts Dance on Halloween 椋野　七帆 むくの　なほ 小2 8 鬼丸

31 アメリカ開拓時代のしらべ Pioneer Days 古城戸　柚月 ふるきどゆづき 小4 6 石川

ピアノ リサイタル ソロ レベル3ピアノ リサイタル ソロ レベル3ピアノ リサイタル ソロ レベル3ピアノ リサイタル ソロ レベル3

32 スピードれっしゃ Fast Train 飛賀 琥基 とびかこうき 小3 4 中野

33 ハロウィーンのおばけやしき Halloween Haunted House 明石　愛子 あかしあいこ 年中 4 牛島

34 おいかけっこブルース Chasin' the Blues 内田　詩乃 うちだしの 小4 7 石川

35 さばくのキャラバン The Sultan's Caravan 中川　武優 なかがわたける 小2 11 福本

36 宇宙たんけん Space Explorers 石野　愛奈 いしのまな 小6 3 石川

ピアノ リサイタル ソロ レベル4ピアノ リサイタル ソロ レベル4ピアノ リサイタル ソロ レベル4ピアノ リサイタル ソロ レベル4



37 ３つのおどり　　 Three Dances 中川　竜成 なかがわりゅうせい 中1 13 福本

38 ジーグ Gigue 重松　優花 しげまつゆうか 小5 12 鬼丸

39 タランテラ Tarantella 中川　太凱 なかがわたいが 小4 12 福本

40 ホリデイセレナーデ Holiday Serenade 明石　美央 あかしみお 小1 6 牛島

41 小組曲　 Petite Suite 舛本　和花 ますもとのどか 小3 18 福本

42 ピアノのための３つの気分　 Moods for Piano Bright 城戸　亜里紗 きどありさ 小5 12 福本

四季のソナチネ四季のソナチネ四季のソナチネ四季のソナチネ

43 冬のソナチネ　第1楽章 Winter Sonatina Mov.1 田嶋　真帆 たじままほ 中1 4 花崎

44 冬のソナチネ　第2楽章　間奏曲 Winter Sonatina Mov.2 "Intermezzo" 中村　仁美　 なかむらひとみ 小4 8 花崎

45 冬のソナチネ　第3楽章　ロンド Winter Sonatina Mov.3 "Rondo" 永里　心 ながさとこころ 小1 初 花崎

46 夏のソナチネ　第3楽章　ロンド Summer Sonatina Mov.3 "Rondo" 牛嶋　紗弓 うしじまさゆみ 小6 10 花崎

47 秋のソナチネ　第3楽章　ジーグ Autumn Sonatina Mov.3 "Gigue" 浜本　綾音 はまもとあやね 小6 8 花崎

 写真撮影 （第一部）

第二部 ウエルカムアーティストコンサート

    ２台のマリンバによる演奏会 小野 香織（おのかおり）  ⼾次 亜美（へつぎあみ）

♪乾杯の歌〜オペラ『椿姫』より /ヴェルディ作曲

♪『くるみ割り人形』より行進曲 /チャイコフスキー作曲

♪オペレッタ『天国と地獄』序曲 /オッフェンバック作曲

♪星に願いを /リー・ハーライン作曲

 吉岡孝悦編曲

♪キラキラ星 /モーツァルト作曲

♪パッヘルベルのカノンによるトランスフォーメーション

/パッヘルベル作曲

  三村七恵編曲

♪私のお気に入り /リチャード・ロジャース作曲

♪スペイン /チック・コリア作曲

�小野香織プロフィール

福岡女子短期大学専攻科卒業。５歳よりピ

アノを、12歳より打楽器を始める。ピアノを

前田美澄氏、打楽器を永野哲氏、花岡金光

氏、岩崎雅子氏に師事。第15回宮日音楽コ

ンクール打楽器部門（マルチパーカッション）

最優秀賞受賞。第15回KOBE国際音楽コン

クール入選。第18回宮日音楽コンクール打

楽器部門（マリンバ）優秀賞受賞。在学中よ

り積極的にアンサンブル活動を行う。マリン

バデュオ「coloritore MUSE」マリンバトリオ

「KABOS mallet」等で活動。福岡市内の小・

中学校にてアンサンブルの指導を行う。

�戸次亜美プロフィール

大分県出身。大分県立芸術文化短期大学

音楽科及び認定専攻科卒業。これまでに、

曽根千夏、福田隆、松倉利之の各氏に師事。

オーケストラ、吹奏楽、アンサンブル、個人•

学校レッスン等様々なジャンルの活動を

行っている。マリンバアンサンブルグループ

KABOSmalletメンバー。日本打楽器協会会

員。大分県警察音楽隊所属。



写真撮影 （第三部）

第三部
名曲集・豆ピアニスト名曲集・豆ピアニスト名曲集・豆ピアニスト名曲集・豆ピアニスト

1 バスティン/どろんこ 銭田　麻那 ぜんだまな 年中 2 花崎

2 バスティン/ガラスのエレベーター・トランポリン 朝倉　深月 あさくらみづき ４才 初 花崎

3 ベートーベン/ソナチネ第五番ト長調 小柳　健太朗　こやなぎけんたろう 年中 3 花崎

4 ラーニングトゥプレイ3より/ メヌエット 安里  柊介 やすざとしゅうすけ 小3 初 中野

5 バスティン/おやゆびのうた 小林  太郎 こばやしたろう 年少 初 堀江

6 バスティン/ぞうさんのワルツ 村川  采羽 　 むらかわ ことは 年長 初 堀江

7 ヨハン シュトラウス1世 バスティン編曲/ラデツキーマーチ 山坂  桃子　 やまさか ももこ 小1 2 堀江

8 中田 喜直/ひとりぽっち 堀江  陽翔 　 ほりえ はると 年長 3 堀江

9 中田 喜直/夕方のうた 立山  青空 　 たてやま そら 小1 初 堀江

10 ショパン/子犬のワルツ 児玉  凛乃 　 こだま りんの 小4 2 堀江

11 バダジェフスカ/乙女の祈り 勝瀬  まりな かつせ まりな 小5 5 堀江

12 メンデルスゾーン ・バスティン編曲/結婚行進曲」 秋山  乃々葉 あきやま ののは 小1 2 堀江

13 ケーラー/おたんじょうびマーチ 阿比留 真央 あびる まお 小2 2 堀江

14 ブルグミュラー/アラベスク 中川　武優 なかがわたける 小2 12 福本

15 ブルグミュラー/バラード 中川　竜成 なかがわりゅうせい 中1 14 福本

16 バルトーク/さびしい旅人 中川　太凱 なかがわたいが 小4 13 福本

17 シューマン/勇敢な騎手 中野　奏 なかのかなで 小4 12 福本

18 シューマン/楽しき農夫 中野　颯太 なかのそうた 小6 12 福本

19 スピンドラー/ソナチネ　2楽章 今道　菜心 いまみちななか 小6 14 福本

20 ベートーヴェン/ト長調のメヌエット 舛本　和花 ますもとのどか 小3 19 福本

21 ベートーヴェン/エリーゼのために 田中　優衣 たなかゆい 小4 2 山内

22 チマローザ/ソナタ 柿本　凱大 かきもとよしひろ 大1 19 福本

23 クーラウ/ソナチネOp55-3第一楽章 穐山　京佳 あきやまきょうか 高2 19 福本

24 クーラウ/ソナチネOp55-3第二楽章 穐山　嵯代佳 あきやまさよか 中2 22 福本

25 チャイコフスキー/ひばり 福田　百恵 ふくだももえ 中2 30 福本

26 チャイコフスキー/イタリア民謡 志牟田　礼子 しむたれいこ 成人 初 福本

27 カバレフスキー/Op64-1マーチ 近藤　智子 こんどうともこ 大1 14 福本

28 カバレフスキー/Op60-4トッカータ 福田　将之 ふくだまさゆき 高2 23 福本

29 カバレフスキー/Op40変奏曲 土肥　麻耶子 どひまやこ 大5 22 福本

30 ショパン/ポロネーズ遺作ト短調 中尾　壮志郎 なかおそうしろう 高1 21 福本

31 フック/ カノン 盆子原 咲希 いちごはらさき 小4 初 中野

32 平井康三郎/幻想曲さくらさくら 吉田　実咲  よしだみさき、 小4 初 牛島

33 湯山昭/バウムクーヘン 明石　美央 あかしみお 小1 7 牛島

34 バルトーク/6つのルーマニア民俗舞曲 池田　宗祐 いけだそうすけ 小5 19 鬼丸

35 J.S.バッハ/インヴェンション第1番 ハ長調 BWV 772 城戸　亜里紗 きどありさ 小5 13 福本

36 J.S.バッハ/インヴェンション第14番 変ロ長調 BWV 785 中野　奏 なかのかなで 小4 11 福本

37 J.S.バッハ/シンフォニア第11番 ト短調 BWV 797 今道　菜心 いまみちななか 小6 13 福本

38 J.S.バッハ/シンフォニア第12番 イ長調 BWV 798 中野　颯太 なかのそうた 小6 13 福本

39 ショパン/ノクターンOp9-2 柿本　凱大 かきもとよしひろ 大1 20 福本

40 ショパン/ワルツ第6番変二長調Op.64-1 福田　百恵 ふくだももえ 中2 29 福本

41 ショパン/ワルツ第12番へ短調Op.70-2 穐山　嵯代佳 あきやまさよか 中2 23 福本

42 ショパン/ワルツ第13番変二長調Op.70-3  穐山　京佳 あきやまきょうか 高2 20 福本

43 ショパン/エチュードOp.25-1 近藤　智子 こんどうともこ 大1 15 福本

44 ベートーヴェン/ピアノソナタ月光第一楽章 福田　将之 ふくだまさゆき 高2 22 福本

45 となりのトトロ弾き語り 福本　和馬 ふくもとかずま 成人 16 福本


