
第 24 回発表会プログラム 

 

第一部 

北川由美子 風笛（大島ミチル） 

NHK ドラマ 「あすか」の主題歌で、全体的に苦労し、納得できる仕上がりではないですが、演奏会で風が吹いて

くれたらいいなぁと思います。 

 

谷川 修 ひまわり（ヘンリー・マンシーニ） 

ソフィア・ローレン主演『ひまわり』の主題曲。昨年の発表会、同曲をサックスで演奏しましたが、今回はピアノで

挑戦。一週間前なのに、まだ仕上がらない哀愁漂う雰囲気を表現したいが、ほど遠い。 

 

厚主 薫 ニューシネマパラダイス（Andrea Morricone＆Ennio Morricone） 

初めて楽譜を見て知りました。メロディがやさしさでいっぱいです。単調にならないようにがんばってみます。 

 

藤田貴子 シクラメンのかほり（小椋 佳）  

懐かしい響き 若き頃の思い出が蘇っていく この美しい日本の歌をピアノの音色で弾けるよろこびを感じて練習

にはげみました。 

 

神田英子 365 日の紙飛行機（角野 寿和／青葉紘季 作曲 、 秋元 康 作詞） 

NHK 朝ドラの 「 あさが来た」の 主題歌で、AKB48 が歌う応援歌です。世代を超えて、幅広い層に愛される曲

で、私も大好きな曲の一つですが、ピアノで演奏するとなると、なかなか難しかったです。 

 

清水嘉子 ノクターンＯｐ．９－２ (ショパン) 

昨年の 12 月に発表するはずの曲を、今回まで持ち続けていました。早く終わればという気持ちでいっぱいです。 

大好きな曲です。 

 

 

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. 遥かなる影（バート・バカラック作曲、ハル・ディヴィス作詞）

カーペンターズが歌ってヒットした”Close to you”（あなたの傍で）邦訳：遙かなる影、３人はキーが異なります。

アルトサックスは＃４つ、テナーサックスは＃３つ、ピアノは＃１つ。この音階が耳に心地よいとか。アンサンブル

の味が上手く出ますように！ 

 

☆三村和男 A.Sax 丸山節子 Pf. 雪の華（松本良喜 作曲、Ｓａｔｏｍｉ 作詞） 

”私の知らない幾分新しい曲”をと、中島美嘉さんが２００３年１０月にレコードを出し、ＮＨＫ紅白で２度歌った

この歌を選びました。世代違いで知らないラブソングですが、少しでも情感が出せるように、ピアノの丸山さんに力

を頂き演奏したいと思います。 

 

☆谷川 修 T.Sax、Pf.小枝 順 モリタート『マック・ザ・ナイフ』（クルト・ワイル） 

ジャズのスタンダード・ナンバーで プロの方がよく演奏されています。ドイツのミュージカル『三文オペラ』の中

で最も有名になった曲。アメリカに渡り「マック・ナイフ」としてルイ・アームストロング等が歌ってヒットした。 

 

☆厚主 薫 Vo. 三村晶子 Pf. トゥナイト（L. バーンスタイン作曲、岩谷時子 訳詞） 

ミュージカル「ウエスト・サイド物語」から。 

 



 

☆久本利江 Vo. 池永真佐子 Pf.  

Memory ミュージカル キャッツより（A.L.Webber 作曲、T.Nunn & after T.S.Eliot 作詞） 

ふるさと (youth case 作曲、 小山薫堂 作詞) 

キャッツの舞台は まだ見たことがないのですが、曲が好きで歌わせて頂きます。雰囲気が少しでもだせればと思い

ます。”ふるさと”は紅白歌合戦のために作られ、嵐が歌った曲です。どうにか歌わせていただけるかなという曲で

すので、ご協力よろしくお願いします。 

 

☆伊藤恵美子・植野章子 Duo 雨にぬれても（B.Bacharach） 

スイングは大好きですが、弾くのは難しく最後までよろけてました。最後、雨がポツリポツリと感じられたら嬉しい

です。 

 

☆池永真佐子・大塚 Duo 糸（中島みゆき） 

CM や BGM でも使われる素敵な曲です。お洒落な連弾アレンジで聴いてください。 

 

☆藤田祐三 朗読 伊藤恵美子 Pf. 「空と土のあいだで」（長田 弘） 曲：川のささやき（辻井信行） 

ピアノと朗読のコラボレーション初挑戦です。辻井伸行さんの心に沁みる曲に合わせて、長田弘さんの詩集「人はか

つて樹だった」から、ちょっと素敵な詩を選んで組み合わせました。 

 

第三部 

中津泰弘 平均律クラヴィーア曲集Ⅰより第 1 番、第 24 番プレリュード（J.S.バッハ） 

発表会まで半年もあるし・・・と勇断、そのあとの苦労は今回も。でもバッハはよく勉強できました。 

 

吉田亮子 2 つのアラベスク第一番ホ長調（ドビュッシー） 

自然界を構成する無数の繊細な曲線が、色彩豊かに調和をとり、美しい世界を感じさせてくれる曲です。表現する技

術がないのですが、少しでも美しい曲線が描ける様に弾きたいです。 

 

丸山節子 ソナタ Op.13「悲愴」第１楽章（ベートーヴェン） 

前回は第２楽章だったので、この第 1 楽章を弾くには勇気がいりました。リズムを正確に刻むのと、指がすべらな

いように弾くのが難しいです。いかに積極的に弾けるか挑戦するのみです！ 

 

馬場由起子 3 つのピアノ曲より第 2 番 D.946（シューベルト） 

この曲はシューベルトの死後 40 年経って、ブラームスによって出版された、シューベルト最晩年の作品です。

ABACA の形式で、A は叙情的ですが、BC は全く別の曲を取ってつけたような感じがします。私は C の部分が好

きで、この曲を選びました。 

 

大塚由紀子 ルーマニア民族舞曲（バルトーク） 

6 曲の小品の組曲①棒踊り②飾り帯の踊り③踏み踊り④角笛の踊り⑤ルーマニア風ポルカ⑥速い踊り 

バルトークのソナタをいつか弾けたら! と思い、初めてバルトークに挑戦です。踊りを意識して弾きたいです。 

 

池永真佐子 ピアノソナタ第 31 番 Op.110 第 3 楽章(ベートーヴェン) 

前回の発表会で演奏した 1 楽章、2 楽章に続く第 3 楽章です。ベートーヴェンが自ら「嘆きの歌」と呼んだ悲痛な

旋律は、発表会では申し訳なく重いですが、間に現れる 2 つのフーガの美しさと迫力に感動し演奏したいと思いま

した。最後は苦悩が浄化され明るく終結します。晴れやかに終えられます様に～ 
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