
オープニング     小枝 順   I am   森田真奈美  

 報道ステーションのテーマ曲です。一度弾いてみたいと思っていました。かっこよく弾けるように頑張ります♪ 

第一部 

① 刀禰享子  愛の夢 リスト 

 H26年 3月アニマートに入会しました。6年位前、引っ越しと同時にピアノを処分しましたが、ピアノが忘れられず、また始めることが

できました。7年前練習していた曲ですが、再チャレンジしたい大好きな曲です。 

② 三村和男・三村晶子  Just say I love her   Rodolfo Falvo 三村晶子編曲 

 原曲はイタリア歌曲、アメリカで 1950年頃に英訳・編曲され、ディーンマーチン、エンゲルベルトフンパーディンクなどが歌いヒット

しました。和訳“彼女に告げてよ”は、「昔別れた自分は馬鹿だった。彼女に戻って来てと伝えて欲しい。」という切ない歌です。楽譜は

なく身近な助っ人にアレンジしてもらいました。40数年経てサックスに再挑戦。“リズムがとれてない、それは演歌、3連符の良さが死

んでいる”と、パートナーからの厳しい注意。練習の成果が出るよう祈るばかりです。 

③ 神田英子   渚のアデリーヌ    ポール・ドゥ・センヌヴィル 

 リチャード・クレイダーマンのピアノ演奏で大変有名な曲です。十代の時初めて聞いて、あまりにも素敵なメロディに魅了されました。

そして、独学でチャレンジと挫折を繰り返し、いつか弾いてみたいと思い、先生のおかげで、ようやくやっと今にたどり着いた所です。

この曲で、今後もますます進化していけたらと思っています。 

④ 仁和房子   貴婦人の乗馬  ブルグミュラー 

 ひずめの音が歯切れよくひけたらたらいいなと思っています。今度こそ間違いなく演奏したいです・・・ 

⑤ 山中美津子・三村晶子   春の歌 メンデルスゾーン 

 この曲は 希望と喜びに輝く華やかな、暖かい感じをもっています。旋律が鮮やかで伴奏部も又、非常に美しい。そんな感じがだせてい

ましたでしょうか？双方の伴奏部分で、何カ所も音が重なるところや、左手装飾音符が早く弾けなかったり苦心しました。 

⑥ 大谷弥恵   ソナチネ Op.55-No.1   クーラウ 

 クーラウは、フルートの作品を多く残した作曲家でピアニストでもあった。ベートーベンを尊敬し一度会いに行ったとも伝えられている。

ソナチネは標題音楽のように、情景描写や感情表現する曲ではなく、できるだけ速度を守り楽譜を忠実に再現するが、それもまた結構難

しい…。 

⑦ 藤田貴子   トロイメライ  シューマン 

 ４０才の時自分にとって一番苦手な音楽 ピアノに挑戦してみようと始めました。母が『ピアノを買ってやるからトロイメライを弾いて

と・・・』そんな難しい曲を弾けるはずはありません。それから２年後 癌で母は、亡くなりました。間にあいません・・・このアイア

イランドで、ぜひトロイメライを弾いてみたく頑張りましたが、難しいです。手が、小さいため捻挫しそうになったり肩が凝ったりでし

た。不完全トロイメライですが、どこかで母が、聞いてくれているかも・・・・ 

⑧ 神田英子・丸山節子  愛の挨拶  エルガー 

 愛する妻へ、感謝の気持ちを伝えるために作られた曲だそうです。やさしい家族愛のぬくもりを感じるメロディが、何とも心いやされる

気がします。そんなやさしく語りかけるような演奏ができれば、と思い、先輩にご協力ご指導いただきました。 

⑨ 森本靖子   ワルツ KK IVb No.11    ショパン 

 譜面を頂いた時は、一生懸命頑張って練習すればできるかな～と考えてしましいましたが、私には難しかったです。 

⑩ 久本利江  TEA FOR TWO(二人でお茶を) VINCENT YOUMANS  アレンジ:鈴木奈美 

 ジャズに挑戦と頑張っていますが、到達するには中々です。もどきですが、皆様もよく耳にされる曲ですので、ご一緒に楽しんで頂けれ

ば幸いです。 

⑪ 片山眞理・三村晶子  カロミオベン  トンマーゾ・ジョルダーニ 

 日本語名は、「いとしいひとよ」  あなたがいないと、心がやつれてしまうのですと、切々と訴えかけるアリエッタです。曲をきめるの

が遅くなり、三村先生にご迷惑おかけしました。今日は、先生のピアノの調べに助けていただいて歌いたいと思います。 

⑫ 藤田祐三   亜麻色の髪の乙女  ドビュッシー 

 ピアノが弾ければ楽しいだろうな、恰好いいなと思って始めて１０年。未だ恰好良くは弾けませんが、ピアノを教えていただいたお蔭で

私の中で世界は随分拡がりました。今回は選曲時の候補で一番短い曲をと、この曲を選びましたが、矢張り難しかったです。失敗を恐れ

ず、何とか音を出せれば幸いです。 



⑬ 清水嘉子   前奏曲 Op. 28 No.15「雨だれ」  ショパン 

 20代後半のショパンが、当時の恋人ジョルジュ・サンドとマジョルカ島で過ごしていた時期の作品。24曲のプレリュードは、五度循環

によって配列され、それぞれ違った調性で作曲されている。15番のこの曲は、一定のリズムで音が刻まれることから「雨だれの前奏曲」

として親しまれている。 

⑭ 久本利江・池永真佐子  Fly Me to the Moon  作曲作詞: BART HOWARD  

 ジャズに挑戦と頑張っていますが、到達するには中々です。もどきですが、皆様もよく耳にされる曲ですので、ご一緒に楽しんで頂けれ 

ば幸いです。 

⑮ 中津泰弘        ピアノソナタ第 14番嬰ハ短調作品 27の 2「月光」第一楽章  ベートーヴェン 

 ベートーヴェンの作品２７は２曲のピアノソナタからなり、彼は２曲に“幻想風ソナタ”と記した。1800年からその翌年にかけて書か

れた作品で、その第２曲は「月光」の名で呼ばれる一編の音詩。単調なリズムと豊かな幻想は人を深く「スイスのルツェルン湖に昇る月

のイメージ（＝ドイツ、ロマン派詩人 レルシュタプ）」に誘う。 

第二部 

⑯ 伊藤恵美子・植野章子  ピッチカート・ポルカ  ヨハン・シュトラウス 2世 

 愉しい曲を弾けるのは連弾の強みですね。曲の厚みとリズムが倍増して気持ちが弾みます。 

⑰ 谷川 修・小枝 順・境 綾子  セレナーデ  シューベルト 

この曲は、発表会（ピアノ連弾）で聴いた際、サックスで演奏しても面白そうと感じていました。今回、無謀にもトリオ（Vc,Sax,Pf）

で挑戦ですが、サックスでクラシック？ チェロとの相性は？新緑のステージでセレナーデ？ と不安もありますが、一味違うセレナー

デをと ワクワク感で臨みます。 

⑱ 丸山節子・境 綾子  千の風になって  新井 満 

 正直な気持ち『私が、チェロの伴奏をしているというこの素敵な曲を自分のお葬式の時、家族に聴いて貰いたいとの思いで選びました 

⑲ 中村暢子・境 綾子   めぐり逢い Andre Gagnon・編曲：三村晶子 

 どこかで聴いたことのある、この曲の曲名や作曲者がずっとわからず、ようやくわかったのが、昨年にトヨタの CMを見てです・三村先

生の素敵なアレンジでチェロの美しい響きと共にピアノを弾けるのが、とても幸せです！ 

⑳ 馬場由紀子  マズルカ Op.24-2,4   ショパン 

 実はショパンのマズルカを弾くのは初めてです。符点のリズムやアクセントのつけ方がよくわからず、今まで何となく避けてきましたが、

練習するにつけ、だんだんおもしろくなってきました。ショパンはマズルカを 60曲くらい書いているので、他の曲にも挑戦したいと思

っています。 

㉑ 植野章子  幻想曲ニ短調  モーツァルト 

 モーツアルトの曲を弾くのは、自分にはとても出来ないと思っていましたが、三村先生に色々教えて頂き、なんとかモーツアルト風～に

出来上がって来たように思い、諦めずに挑戦して本当に良かった、と喜んでいます。 

㉒ 丸山節子   変奏曲「パガニーニの思い出」イ長調  ショパン 

 ショパンピアノ遺作集にある別の曲が弾きたくて買ったのですが、この曲を弾いてみると、懐かしいような明るく楽しげなメロディが頭 

から離れませんでした。1829年イタリアの大ヴァイオリニスト パガニーニがワルシャワで演奏会を開き、`ヴェニスの謝肉祭`の主題

による変奏曲 Op.10を演奏、同席していた 19歳のショパンは、大きな感銘を受け、同じ主題を使ってこの変奏曲を書き上げた、と言わ

れています。私も YouTubeで聴き、`凄い！`の一言でした。 

㉓ 池永真佐子・境 綾子  アヴェ・マリア カッチーニ  

 ネットでチェロの曲を探し、聴き惚れました。静かなチェロの美しい旋律と溶け合えるように頑張りたいです。 

㉔ 小西真理・境 綾子   ノクターン Op.9-2  ショパン 三村晶子編曲 

 三村先生編曲のノクターンに出会ったのが、星誕でのコンサートでした。ピアノとチェロの調べに感動を覚え、私も弾いてみたいとお願

いして楽譜を頂戴致しました。今回、私もチェロの音色と合わせる事ができて光栄です。三村先生の思惑とはかけ離れた演奏になるかと

思いますが、私なりにこの素敵な世界に酔いしれて弾きたいと思います（笑）』 

㉕ 大塚由紀子・境 綾子   ヴォカリーズ  ラフマニノフ 

 ヴォカリーズとは、歌詞を伴わずに母音のみによって歌う歌唱法のことです。美しく切ないこの曲をチェロと弾けて、とても嬉しいです。 

 



㉖ 大塚由紀子  組曲 展覧会の絵より ババ・ヤーガの小屋 キエフの大門 ムソルグスキー 

 親友ハルトマンの遺作展覧会から受けた印象を曲にしたものです。鶏の足の上に建った魔女(ババ・ヤーガ)の小屋を描いた掛時計の図案、

キエフ市に再建される予定だった門のデッサンから作られた組曲の終わりの 2曲。中学生の時、弾けたらな～と思った曲に挑戦です。 

㉗ 池永真佐子  英雄ポロネーズ  ショパン 

 若い頃、華やかなこの曲に憧れ、練習を始めましたが、指もとどかず無理、と途中断念。心残りを感じていたのですが、体力の必要な曲

ももう限界？今が最後のチャンスかと再チャレンジしました。何とか昔をこえられたと思います。 

 

プログラム 

小枝 順       I am   (森田真奈美) 

刀禰享子       愛の夢 (リスト) 

三村和男・三村晶子  Just say I love her (R.ファルヴォ 三村晶子編曲) 

神田英子       渚のアデリーヌ  (ポール・ドゥ・センヌヴィル) 

仁和房子       貴婦人の乗馬  (ブルグミュラー) 

山中美津子・三村晶子 春の歌  (メンデルスゾーン) 

大谷弥恵       ソナチネ Op.55-No.1   (クーラウ) 

藤田貴子       トロイメライ  (シューマン) 

神田英子・丸山節子  愛の挨拶  (エルガー) 

森本靖子       ワルツ KK IVb No.11  (ショパン） 

久本利江       TEA FOR TWO～二人でお茶を～ (VINCENT YOUMANS  アレンジ:鈴木奈美) 

片山眞理・三村晶子  カロミオベン  (トンマーゾ・ジョルダーニ) 

藤田祐三       亜麻色の髪の乙女  (ドビュッシー) 

清水嘉子       前奏曲 Op. 28 No.15「雨だれ」  (ショパン) 

久本利江・池永真佐子 Fly Me to the Moon (作曲、作詞: BART HOWARD)   

中津泰弘              ピアノソナタ第 14番嬰ハ短調作品 27の 2「月光」第一楽章  (ベートーヴェン) 

休憩 

伊藤恵美子・植野章子 ピッチカート・ポルカ (ヨハン・シュトラウス２世) 

谷川 修・小枝 順  セレナーデ (シューベルト) 

丸山節子・境 綾子  千の風になって  (新井 満) 

中村暢子・境 綾子  めぐりあい (アンドレ・キャニオン) 

馬場由紀子      マズルカ Op.24-2,4  (ショパン) 

植野章子       幻想曲ニ短調  (モーツァルト) 

丸山節子       パガニーニの思い出  (ショパン) 

池永真佐子・境 綾子 アヴェ・マリア (カッチーニ) 

小西真理・境 綾子  ノクターン Op.9-2  (ショパン 三村晶子編曲) 

大塚由紀子・境 綾子 ヴォカリーズ  (ラフマニノフ) 

大塚由紀子      展覧会の絵より ババ・ヤーガの小屋 キエフの大門  (ムソルグスキー) 

池永真佐子      英雄ポロネーズ  (ショパン) 

全員         花は咲く（作詞 岩井俊二 作曲 菅野よう子） 

チェロ 境 綾子 

京都市立芸術大学音楽学部卒業。ソロ、室内楽で草津音楽アカデミー、フランス音楽アカデミーに参加。 

在学中に結成した arc弦楽四重奏団で、数々のコンサートや大阪音楽コンクールに出演。 

これまでにチェロを、織田啓嗣、雨田一孝、林口眞也、上村昇に師事。室内楽を、久合田緑、上村昇、森悠子に師事。 

現在、関西を中心に活動中。 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


