
14:30

14:45

岡野友紀 ピアノ 舟歌 op.60 ショパン

西角恵美香 声楽 ①ストルネッロ ②アヴェ・マリア ①チマーラ②マスカーニ

森重美千香 ピアノ ポロネーズ第6番「英雄」op.53 As-dur ショパン

八上正典 バイオリン ①アンダンテ・カンタービレ op.11②バイオリンソナタ g-moll ①チャイコフスキー② エックレ
ス

齋藤美穂 ピアノ スケルツォ第2番 op.31 b-moll ショパン

谷菜々子 声楽

槌田ねね サックス ①タンゴエチュード No.3 ②KOKORO  ①ピアソラ　②ジャン＝ドニ・ミシャ

佐野良太 ピアノ ①ソナタ K.380 E-dur　②8つの演奏会用エチュードop.40より第1，7番 ①スカルラッティ　②カプースチン

生熊茜 ピアノ ①ノクターン第13番 op.48-1 c-moll　②ラ・カンパネラ ①ショパン　②リスト

16:30

教室 科目 講師 曲名 作曲者名

1 尼崎 ピアノ 生熊 ①むすんでひらいて②インディアンのたいこ ①外国の曲②ヤマハ

2 甲東園 ピアノ 齋藤 乗馬 ブルグミュラー

3 尼崎 ピアノ 生熊 ①小さなプレリュード②アラベスク ①シュッテ②ブルグミュラー

4 甲子園口 ピアノ 生熊 ①おやまのがくたい②たいこ ①アメリカ民謡②ハイドン

5 甲東園 ピアノ 齋藤 ①そよかぜ②ドナルドおじさん ①高橋正夫②アメリカ民謡

6 甲子園口 ピアノ 生熊 ①こどものマーチ②おどり ①②外国の曲

7 梅田 ピアノ 佐野 ハッピートレイン 池田奈生子

8 甲子園口 ピアノ 生熊 ①ちゃいろのこびん②むすんでひらいて ①アメリカ民謡②外国の曲

9 甲子園口 バイオリン 榎谷 ①ちょうちょ②むすんでひらいて ①ドイツ民謡②ルソー

10 甲東園 ピアノ 齋藤 ①かわいいおんがくか②妖精の宮殿 ①ドイツ民謡②トンプソン

11 梅田 ピアノ 佐野 ①浜百合の恋②夢の庭で ①三善昭②池田奈生子

12 甲子園口 バイオリン 榎谷 練習曲第10番 カイザー

13 尼崎 ピアノ 岡野 ①やまのぼり②ちょうちょう③かっこう ドイツ民謡

14 甲子園口 ピアノ 生熊 ①おもちゃのダンス②インディアンの踊り ①ギロック②コルトー

15 甲子園口 ピアノ 齋藤 手品師 ギロック

16 尼崎 ピアノ 岡野 ①こうまがはしる②ワルツ ①フォスター②ヤマハ

17 尼崎 ピアノ 岡野 ①ちゃいろのこびん②メリーさんのひつじ③おやまのがくたい アメリカ民謡

18 尼崎 ピアノ 岡野 タランテラ 外国の曲

19 甲東園 ピアノ 森重 人形の夢と目覚め オースティン

20 梅田 バイオリン 八上 狩人の合唱 ウェーバー

21 甲東園 バイオリン 八上 ①勇者はかえれ②セレナード ①ヘンデル②ハイドン

22 梅田 ピアノ 佐野 宮廷のコンサート ギロック

23 梅田 ピアノ 佐野 人形の夢と目覚め オースティン

24 梅田 ピアノ 佐野 ①まぼろしの騎士②ワルツエチュード ギロック

25 甲東園 ピアノ 佐野 ノクターンop.9-2 ショパン

26 尼崎 ピアノ 岡野 乗馬 ブルグミュラー

27 甲子園口 ピアノ 齋藤 子犬のワルツ ショパン

28 甲子園口 バイオリン 榎谷 ①五月のうた②つりがね草 ①モーツァルト②スコットランド民謡

29 甲子園口 ピアノ 生熊 ピアノソナタ第8番「悲愴」より 第３楽章 ベートーヴェン

30 甲東園 フルート 服部 「歌の翼」による幻想曲 シュトゥックメスト

31 梅田 ピアノ 佐野 ノクターン第3番 フォーレ

32 尼崎 ピアノ 生熊 献呈 シューマン＝リスト

33 梅田 ピアノ 佐野 ピアノソナタ第8番 op.13 第1楽章 ベートーヴェン

34 梅田 バイオリン 八上 メリーさんの羊変奏曲 なし

35 梅田 ピアノ 佐野 練習曲 op.10-4 ショパン

36 梅田 ピアノ 佐野 愛の夢第3番 リスト

37 梅田 ピアノ 佐野 Grande Valse Brillante op.34-1 ショパン

38 甲東園 ピアノ 佐野 ピアノソナタ第14番　op.27-2 第3楽章 ベートーヴェン

休憩15～20分　・　30～38番　呼出し

順番

1～12番　呼出し

13～16番　呼出し

17～20番　呼出し

21～24番　呼出し

25～29番　呼出し

生徒演奏

講師演奏

開場


