


 

♪ オープニング ♪ 

清水嘉子・森本靖子  Duo  エーデルワイス 

人生初の連弾！ 

 

♪ 第 1 部（ピアノソロ）♪ 

仁和房子   メヌエット～日本風の主題による～（滝廉太郎） 

荒城の月など歌曲の作曲者と思っていましたが、この曲は、近代日本で初めて作曲されたピアノ曲だそうです 

北川由美子   Heaven’s  Song（勝木ゆかり作/編曲） 

ミセスシンデレラの挿入歌です。緊張しがちな私に、天使が囁いてくれればいいなぁと思います。 

厚主 薫   枯葉（Joseph Kosma） 

我母と私の大好きな曲です。 

山中美津子   マズルカ Op.68-No.3（ショパン） 

ポーランドの民族舞曲。3/4拍子、又は3/8拍子の活発なリズムを持ち、ダンスをする様な気分で弾くとよいとの 

アドバイス…和音で独特のリズムが崩れないように弾くのに、時間がかかりました。  

清水嘉子   子犬のワルツ（ショパン） 

ショパンと言えば子犬のワルツ。とても軽快でかわいい曲ですが、ショパン晩年の作品です。 

森本靖子   トルコ行進曲（モーツアルト）  

行進曲風に軽快に明るく、と心がけて練習しましたが、これがなかなか難しい事でした。 

中村暢子   シェパード・ムーン（Enya） 

締切日ギリギリに曲が決まりました。幻想的で天使が囁くような淡い透明感のある大好きな曲です。本番まで２週間、   

練習に励みます。 

染川園枝   アラベスク第 1 番（ドビュッシー） 

アラベスクは、アラビア模様の花、葉っぱ、蔦のからまる様子を音楽で表した、とてもきれいな、かわいらしい曲です。    

なかなか弾けなくて練習は大変でした。がんばって弾きたいと思います。 

 

♪ 第 2 部（アンサンブル）♪ 

アニマートカルテット  北川由美子 Vo. Kye.・小枝 順 Pf.・谷川 修 T.Sax・吉武 実 Dr. 

・This Masquerade（ Leon Russell ）  

大好きなカーペンターズ、その中でも最もカレンの声がいかされた曲です。是非 歌いたくてバンドの皆様に伴奏をお願い    

しました。CD での練習はカレンの素晴らしい歌声につられ、ドラムのリズムが狂いそうになりますが、我々のボーカリストは、  

楽譜に忠実で気持ちよくたたけます。バッチリ演奏します。  

・As Time Goes By（ Herman Hupfeld ） 

米国映画『カサブランカ』の中で、古い流行歌として効果的に取り上げられて、後にヒットした曲。スローテンポの     

スィングのノリですが、後半は16分音符でのノリ、頑張ります。 

久本利江 Vo.・池永真佐子 Pf.   

・奇跡を望むなら（ E-3/曲.詞  アーティスト/JUJU ） 

ふと、開いたスマホにあって、これ良い歌だと思い、難しいけれど頑張りました。 

・明日はどこから（松たか子） 

現在の朝ドラ「わろてんか」の主題歌です。松たか子さんは『今日が明日につながっていく、ささやかな私なりの応援歌』

と、話しています。「わろてんか」が始まった日に歌いたいと思い、楽譜をネットで探し、歌の先生に教わりながらどうに

か自分のキーの楽譜を作ることが出来ました。池永さんと練習しながら、作り上げ、楽しんで歌わせて頂ければと思います。 

中津泰弘・丸山節子  Duo   ワルツ Op.39-15（ブラームス） 

前回に引き続き、息もぴったり！ 

 



 

伊藤恵美子・山中美津子  Duo 

・グリーン・スリーブス（イギリス民謡/岩田広） ・オー・ソレ・ミオ（カプア/徳永政太郎）  

連弾の愉しさを味わってます。オー・ソレ・ミオが思いでの曲とは。君が窓辺に優しげに歌をうたう、その面に懐かしの   

永遠の日！良いですね。 

大塚由紀子・大塚保奈美  Duo  ディズニー・スーパー・ベストメロディ （石川 芳/編曲） 

ミッキーマウス・マーチ～小さな世界～ホール・ニュー・ワールド～美女と野獣～星に願いを♪  

アニマートの発表会でもよく演奏される曲の連弾メドレーです。最初で最後？の親子共演、楽しみます。 

三村和男 ASax・藤本明里 Pf. 黒いオルフェ“カーニバルの朝”（ルイス・ボンファ/曲 アントニオ・マリア/詩） 

映画『黒いオルフェ』の挿入歌［カーニバルの朝］は、世界的なヒット曲で、ボサノバ・ジャズ等幅広く演奏されています。

アレンジが気に入り選曲しました。映画のストーリーの様に女性を虜にするような表現が出来れば成功ですが…     

娘に伴奏を頼みました。 

藤田祐三 朗読・伊藤恵美子 Pf.  向田邦子エッセイより三編 曲：ロザムンデの間奏曲（シューベルト）他 

今回は、シューベルトの間奏曲 等 素敵な曲をバックに、向田邦子さんのエッセイ３編の朗読に挑戦です。曲と旨くマッチ  

するでしょうか。 

Harmony With You  林 賢士 ASax. Vo・小枝順 Pf. 

・夢やぶれて  Sax＆Piano 

ミュージカル『レ・ミゼラブル』の劇中歌。娼婦に身を落とした女性が絶望の中で歌う曲を、切なくそして熱くサックスと

ピアノで歌い上げます♪ 

・Let It Go  Vocal＆Piano 

全世界で大ブームを巻き起こしたディズニー映画『アナと雪の女王』の主題歌（劇中歌）を、女王ではなくグラサン王子？

が歌います。 

♪ 第３部（ピアノソロ）♪ 

宮地摂子   ワルツ Op.69-1（ショパン） 

恋人マリア・ヴォンジスカに捧げられた曲で、婚約をするも破局に終わったため、生前は公開されず、死後に「別れのワル

ツ」と言うタイトルで出版されました。恋するショパンのロマンチックな気持ちやトキメキを想像しながら練習しました。 

中津泰弘   ワルツ Op.69-2（ショパン） 

深い悲しみと哀愁を湛えた旋律とハーモニーが染みるショパン 19 才の作品です。この一年、ショパンの音楽に触れること

ができ幸せです。 

植野章子   ソナタ K280（モーツアルト）  

私の苦手な軽く鮮明に音を出さないといけないモーツアルトのソナタに挑戦です。結果はどうであれ、楽しく練習できました。 

藤本明里   幻想即興曲（ショパン） 

1834年、24才の作品。４つの即興曲の中で、この曲だけ生前に出版されず、後にフォンタナによって遺作として出版 

されました。クラシック音楽に興味がない方でも何度も耳にしたことがある名曲で、映画・アニメ・ドラマなど多くの 

シーンで使われています。でもなかなかドラマで流れてくるようには弾けず苦労しました。頑張ります。 

丸山節子   即興曲第 3 番 変ト長調 Op.51（ショパン） 

ショパン32 歳。４つの即興曲の最後の作品です。運転中によく聴くショパンのCD の中の一曲。シンプルながら、ハーモ

ニーが耳に心地よく響き、不思議な魅力に溢れていると解説されています。雑音にならないように弾ければ良いのですが。 

池永真佐子   無言歌集より 32 番「失われた幻影」、26 番「出発」（メンデルスゾーン）  

無言歌集は、アニマートに入ってから1 番からさらい直してやっと半分を過ぎました。どの曲も味わい深くピアノの面白さ

を感じます。今回は、哀愁に満ちた旋律がとても美しい32番「失われた幻影」と、軽快で力強い26番「出発」を演奏 

します。つまずかずに弾けるとよいのですが。 

大塚由紀子   エチュード Op.10-4（ショパン） 

YouTubeでの中学生の演奏に聴きほれ、挑戦してみました。両肩にシップを張りまくって最後の練習を重ねています。 

息つく暇もない曲なので、弾き終えた時のため息が“会心の出来”のものになるよう、頑張ります。 
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