
アンサンブル・アニマート第２３回発表会 
                                     平成２７年１２月４日(金)   

 

 

第一部 

神田英子 If  We Hold  On Together （Words by Will Ｊennings  Ｍusic by Ｊames Ｈorner） 

人は生きていく中で様々な苦難があっても、愛する人とともに生きること、そして夢をあきらめないことという 

和訳の名曲です。ダイアナ・ロスのしっとりとした美しい歌とメロディに魅かれ演奏してみたいと思いました。 

 

仁和房子 金婚式（マリー） 

金婚式は、フランスの指揮者で作曲家であったガブリエル・マリ-作曲の楽曲で、作曲者唯一のガボット風の小品だ

そうです。金婚式までは、まだ少しの年数がありますが、それまで共に元気で、その日が迎えられる事を念頭に演奏

させていただきます。 

 

山中美津子 セレナード（シューベルト） 

２年ほど前に三村先生と連弾させていただいた曲です。今回は一人で挑戦してみました。 

最後まで続く、左手のスタッカートの拍子がすぐくずれてしまうので大変でした。 

 

藤田祐三 カンタービレ 変ロ長調（ショパン） 

短い曲ということで選曲しましたが、詩的な情緒が漂い、ショパンのロマンティシズムが香る作品です。 

あとは、自分で納得出来るように弾けるかが課題です。 

 

厚主 薫 スマイル（カルロス チャップリン） 

スマイルはモダンタイムズのインストゥルメンタルです。でも、ナッドキングコールのソングが大好きです。いつか

アンサンブルで歌ってみたいです。 

 

北川由美子 黄昏のワルツ（加古 隆） 

NHKの人間ドキュメントのテーマ曲です。初めて聴いた時、一度弾いてみたいと思わせる程、心に残りました。 

曲にペダルをあわせるのが苦労しました。今でも苦戦しています。 

 

中村暢子 奏（かなで） スキマスイッチ（作詞 大橋卓也 作曲 常田 真太郎） 

３月に長女出産。この曲がきっかけで娘の名前が決まりました。 

二人の育児と仕事で練習時間の確保が難しいですが、今回星誕音楽堂で弾けて幸せです。 

 



藤田貴子 ノクターン第２０番 遺作（ショパン） 

ピアノの詩人と呼ばれるショパンは、私の憧れです。甘くせつない美しい旋律は出せません。でもでも私なりに頑張

りました。ショパン擬きですが・・・。 

 

藤本明里 ソナタ K.283 第 3 楽章（モーツァルト） 

モーツァルトが 18歳の時の作品です。モーツァルトを聞くとリラックス効果があるとテレビでみたことがきっかけ

でモーツァルトを聴いていて、まだ弾いたことのなかったこの曲を選び、子育ての合間に練習しました。 

練習してもなかなか思うように弾けませんが頑張って演奏します。 

 

第二部 アンサンブル 

谷川 修 T.sax 三村和男 A.sax 三村晶子 Pf. ガラスの部屋（ペピーノ・ガリアルディ） 

アルトサックスとテナーサックスDuo 誕生  ピアノ伴奏を三村先生にお願いして実現しました。 

７０年代 イタリア映画『ガラスの部屋』の主題曲です テーマを聞いただけでメロディーを思い浮かべられる方は

少ないと思いますが、１０年ほど前に 某タレントさんがネタの BGM に使用してブレークしました。  

キット皆さんお聞きになったことがあると思います。 

 

三村和男 A.sax 三村晶子 Pf. ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡） 

美しいメロディが古くから人気のアイルランド民謡、“ロンドンデリーの歌”を前半は哀愁を込めて、後半はリズミ

カルに演奏します。このメロディーには１００以上の異なる歌詞がつけられたと言われており、“ダニーボーイ”が

有名です。晶子先生に無理を頼み、吹きやすい音域にまとめてもらいました。 

 

谷川 修 T.sax 三村晶子 Pf. ひまわり（ヘンリー・マンシーニ）   

１９７０年 イタリア、フランス、ソ連の合作映画 ソフィア・ローレン主演『ひまわり』の主題曲。 

ピアノで練習を始めましたが、仕上がりに時間が掛かりそうなので急遽サックスに変更しました。 

原曲の哀愁漂う雰囲気を崩さず、テナーサックスで表現出来ればと思います。 

 

厚主 薫 Vo.北野和世 Pf. カロミオベン（ジョルダーニ）作詞者不詳 

高校の教科書にも載っている有名な作品ですので、ご存じの方も多いと思います。 

 

久本利江 Vo. 池永真佐子 Pf. TIME TO SAY GOODBYE（L.Quarantotto,F.Sartori and F.Perterson）            

365 日の紙飛行機（秋本 康作詞 角野寿和・青葉絋季作曲） 

初めてのイタリア語の歌で、読み方・舌の使い方・声の出し方など難しく、何よりも体力の必要な曲でした。 

でも、とても歌いたかった曲です。楽しんで歌えればと思います。お聞きください。 

 

池永真佐子・大塚由紀子 duo   A Whole New World 映画「アラジン」より(Alan Menken) 

ディズニー映画「アラジン」で、主人公のアラジンとジャスミンが新たな世界を探す場面で歌われる曲。 

美しいメロディーに心が癒されます。 

 

伊藤恵美子・植野章子 duo 双頭の鷲の旗の下に（ワーグナー） 

連弾は曲選びが難しいのですが、今回は相方が簡単に決めてくれました。マーチは合わせやすいので好きです。 

 

 

第三部 

中津泰弘 フランス組曲 第 5 番よりアルマンド・ガボット（J.S.バッハ） 

曲のおもしろみがわかればわかるほどに、技術的にはかえって難しくなってきたように思います。 

 

丸山節子 ピアノソナタ第８番 「悲愴」第２楽章 変イ長調（ベートーヴェン） 

1798 年 27 才の時に作曲され、ベートーヴェン自身がつけた標題。代表作「月光」「熱情」と並んで 

３大ピアノソナタと呼ばれるとか。第２楽章は、美しいメロディーを内声の伴奏で、歌うように哀愁を帯びた 

感情表現するのがすご～～く! 難しいです。 

 



植野章子 ピアノソナタ Op.2 No.1 第 1 楽章（ベートーヴェン） 

この曲はベートーヴェンが 25 才の時の作品で、優雅さと若さあふれるソナタ、だそうです。 

が、何しろ弾く人がシニア、なもので・・・・ 

 

馬場由起子 エチュードホ長調 作品 10-3「別れの曲)（ショパン） 

この曲は 4年前にも練習していましたが、完成しないままやめてしまい、今回再チャレンジです。以前はわからな

かった所が、ここはこう弾きたいというのが見えてきたり、必死で弾いていた所が落ち着いて弾けるようになったの

で、寝かせておくのもいいなと思いました。柔らかい音で弾きたいです。 

 

池永真佐子 ピアノソナタ第 31 番 Op.110 第 1 楽章 第 2 楽章（ベートーヴェン） 

ベートーヴェンが生涯書き続けたピアノソナタの集大成的作品の一つです。 

映画「のだめカンタービレ」でも流れその旋律が心に残りました。今回は、可憐な第一楽章とインパクトのある 

第二楽章を演奏します。感動の第三楽章は次回ご披露できるように頑張りたいです。 

 

大塚由紀子 ため息 (リスト) 

3 つの演奏会用練習曲の中でもっとも有名で親しまれている作品。 

CM で流れていた旋律に心惹かれ挑戦しました。 

YouTube で 10 歳の女の子の演奏をお手本にして練習しましたが、違いにため息ばかりです。 

美しく弾きたいです。 

 

 

 

第一部 

神田英子     If  We Hold  On Together （Words by Will Ｊennings  Ｍusic by Ｊames Ｈorner） 

仁和房子     金婚式（マリー） 

山中美津子   セレナード（シューベルト） 

藤田祐三     カンタービレ 変ロ長調（ショパン） 

厚主 薫     スマイル（カルロス チャップリン） 

北川由美子   黄昏のワルツ（加古 隆） 

中村暢子     奏（かなで） スキマスイッチ（作詞 大橋卓也 作曲 常田 真太郎） 

藤田貴子     ノクターン第２０番 遺作（ショパン） 

藤本明里     ソナタK.283 第 3 楽章（モーツァルト） 

 

第二部 アンサンブル 

谷川 修 T.sax 三村和男 A.sax 三村晶子 Pf.  ガラスの部屋（ペピーノ・ガリアルディ） 

三村和男A.sax 三村晶子 Pf.                 ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡） 

谷川 修 T.sax 三村晶子 Pf.                 ひまわり（ヘンリー・マンシーニ） 

厚主 薫 Vo.北野和世 Pf.                     カロミオベン（ジョルダーニ）作詞者不詳 

久本利江 Vo. 池永真佐子 Pf. TIME TO SAY GOODBYE（L.Quarantotto,F.Sartori and F.Perterson）            

365 日の紙飛行機（秋本 康作詞 角野寿和・青葉絋季作曲） 

池永真佐子・大塚由紀子 duo                  A Whole New World 映画「アラジン」より(Alan Menken) 

伊藤恵美子・植野章子 duo                   双頭の鷲の旗の下に（ワーグナー） 

 

第三部 

中津泰弘     フランス組曲 第 5番よりアルマンド・ガボット（J.S.バッハ） 

丸山節子     ピアノソナタ第８番 第２楽章 変イ長調（ベートーヴェン） 

植野章子     ピアノソナタ Op.2 No.1 第 1楽章（ベートーヴェン） 

馬場由起子   エチュードホ長調 作品 10-3「別れの曲)（ショパン） 

池永真佐子   ピアノソナタ第 31 番 op.110 第 1 楽章 第 2 楽章（ベートーヴェン） 

大塚由紀子   ため息 (リスト) 

以上 
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