第1部

プログラム

青島広志おしゃべりコンサート
ピアノ・お 話

青島 広志 プロフィール
1955 年東京生まれ。
東京藝術大学および大学院修士課程（作曲）を 首席で修了。
これまでに作曲した作品は 200 曲に及びピアニスト・指揮者としての
活動も 35 年を超え、最近ではコンサートやイベントのプロデュースも数多くこなしている。
テレビ「題名のない音楽会」「世界一受けたい授業」などに出演。他にもイラストや
書籍執筆などの仕事も数多く手がけている。
東京芸術大学、都留文科大学講師
日本現代音楽協会
日本作曲家協議会
東京室内歌劇会員

小野 勉（テノール歌手）プロフィール
歌を始めたきっかけは都立八潮高等学校合唱部から、
平松剛一氏のもと研鑚を積み、現在平松混声合唱団に所属し団長を務める。
青島広志氏との共演により、読売日本交響楽団、日生劇場、
神奈川フィルほかのコンサートや音楽祭、題名のない音楽会やＮＨＫラジオに出演し好評を博す。

写真提供：Gakken Pub

第２部
〜プログラム〜
岩崎弘記念文京ジュニア吹奏楽団 ＜
アメリカンパトロール/フランク・W・ミーチャム
ビリーブ/ 杉本 竜一

15:10 ～
・

13:20 ～

フ ル ー ト ＞ 榎戸 栞 田口 愛 大村 麻衣子 榎戸 穂 山本 純子

黒澤 裕子
長谷川 碧
松原 詢樹
其田 美月
沼尾 羽韻
永田 楽
＜ ト ロ ン ボ ー ン ＞ 明石 香春
＜ チ ュ ー バ ＞ 中島 一
＜パーカッション＞ 飯田 真由
＜ 指 揮 者 ＞ 浅野 知子
＜ ク ラ リ ネ ッ ト＞
＜ サ ッ ク ス ＞
＜ ホ ル ン ＞
＜トランペット＞

佐藤 佳織
橘 愛花 大橋 実徳 明石 知美
森山 遥 田巻 陽生 福島 裕之
太田 柚良 三宅 里沙
小林 未来 梨本 星詩流 澁谷 慶 林 光太
明石 重和

藤田 太知 沼尾 麻水

湯島はやし連

＜歌＞上を向いて歩こう
＜ダンス＞ＹＭＣＡ

林田 朋子 藤原 楓 梨本 真菜 藤原 杏 深澤 遥菜 橋本 くるみ 深澤 那波

江戸囃子（エドバヤシ）
仁 羽（ニンバ）

ナプア フラサークル
千田 紗里奈 椎名 星都 小山 末琴 小山 琴音 野口 花音 山本 穂乃華
平川 菜子 小島 向日葵 寺内 琴弥 星野 桃音 長塚 真由 荒田 彩加

ハノハノオマウイ
ナニワイアレ

チェリーツリーサイド
FACE DOWN（フェイスダウン）/Albi Albertsson他
明日があるさ/中村 八大

汐見どんどこ会

小口 紗輝 長尾 海博 小川 翔太郎 宮本 歩実 斉藤 愛 黒川 祥生
戸田 夏未 吉岡 夏葵 黒川 惠央 石口 智深 ARISA 黒川 倬生

倉田 昴紀 相田 由衣 鈴木 紗奈 佐藤 珠子 山口 玄祐 大久保 花菜
箙 はな 佐藤 侑平 松本 春奈 椎名 祐梨佳 田郷 日向子 髙田 理子
樋渡 蒼 樋渡 雅 大久保 凛 箙 あや 髙田 龍ノ介
高橋 潤也 和村 弥桜 山下 太輔 志村 優衣 伊藤 朝美 豊原 安珠
佐藤 澪 永山 梨茄 石川 栞 島田 百華 三澤 真紀 杉本 愛梨
周 庭 煒 江口 瑠菜 北條 百枝花

中野七頭舞
よさこいソーラン

花柳流富士紗会

内山 元春 鈴木 ゆう 高橋 亮丞 吉見 虎之助 窪田 よう子 小野 かんな

黒田節/福岡県民謡
藤の花/舞踊童曲

佐藤 光 岡部 春奈 福田 二胡 加藤 春奈 ダン曽根 桜子 梅津 幸奈

ワルツィング ・ キャット / ルロイ ・ アンダーソン

成塚 アンナ 紋谷 悠大 成塚 ジョセフ 馬場 和花 紋谷 嶺央 成塚 美紗緒
紋谷 泉 馬場 京子

中道 良
藤間 純子 渡邉 あすみ
小山 博史 坂原 正子 永野 栄一郎 水上 恭介
山本 雄太 山本 祐也

＜サンデーフレンズ＞

ＲＡＫＫＡＳ（ラッカス）
Cairo Balady （カイロ パラディ ） /Cairo Cairo
El Salam （エル サラーム） /Hakim （ハキーム）
Gala Oriental （ガラ オリエンタル） /Beata&Horacio Cifuentes

ＮＰＯ法人伝統文化みらい塾

Emi

Kiyomi

Hajime

Hiromi

Misako Yukie

坂本 和輝 坂本 龍斗 杉山 兵介 平原 未怜ラニ 本橋 氷聖

「落人」 より歌舞伎の立廻り

けやきッズ

四丁目（シチョウメ）

＜一歩いっぽﾀﾞﾝｼﾝｸﾞﾁｰﾑ＞ 大江 國子 河村 千晶 小牛田 美緒 柴田 達也

井上 香 大島 れいじ 中野 美緒 萬 日菜乃

南中ソーラン
よさこいソーラン

福島 凛

佐藤 もあな

大原 柚乃花 木村 愛唯 髙野 日向 竹内 しの 冨樫 莉々 大島 たくと
佐藤 にこ 大門 弥生 野池 篤乃 渡辺 栞怜 矢口 真結子 矢口 愛里子

バレエスタジオ パルティール
新村 日和 柿澤 英夏 川田 真夢 大内 穂乃花 厚川 もも 川田 真愛

踊る子猫
タイプライター
口笛吹きと犬

厚川 くるみ 桑原 彩乃 釜 葉音 森 秋奈

松林 衣来 山崎 あかり

お茶の水女子大学附属高等学校合唱部

鵜澤 聖 岡島 みさと 佐藤 有希 谷尾 千秋 早川 紗永 前島 萌子
アポリネールの詩による四つの無伴奏小品集より 飯倉 茉由香 池田 百合子 田口 友美恵 田中 美祐 千葉 友里佳
贈物/ 白鳥
土山 絢子 松永 美鈴 山際 柚香
＜ 指 揮 者 ＞ 原 大介

平野

龍

Sonata No.１/Serge

平野 龍

Prokofieff

絵 夢 （エム）
長谷部 絵夢

ｓｔｅｌｌａ（ステラ） / 絵夢 （エム）
ｗｉｓｈ（ウィッシュ） / 絵夢 （エム）

川上

哲夫
川上 哲夫

Gimme that （ギミー ・ ザット） / スコット ・ ストッチ
らいおんハート/小森田 実

２つのヴァイオリンのための協奏曲より第２楽章 /J ・ S ・ バッハ

望月

ヘレイピリナヘ

新之介

望月 新之介

アレグロ・スケルツァンド/ フランツ・ヨゼフ・ハイドン
幻想曲二短調/ モーツァルト

ハラバ
カフイラバイ

河野 陽子 高橋 聡子 星野 真希 小路 みゆき 清田 麻帆 武井 良子

ｎｕｍｂｅｒｓｉｃｋｓ
東京ブギウギ/ 服部
セミ/吉岡 弘行

大山 卓三 笹木 優志 郁島 加寿美 木村 理紗 木村 友規

良一

スタジオ Ｄ２

ザ・ボンド
時間よ止まれ / 矢沢

ドラえもんのうた / ばば すすむ
村田 大樹 伊藤 剛 落山 義樹 小野 裕之
Can't Take My Eyes off of you
～キミノ瞳ニ恋シテル～ / BOB CREW/BOB GAUDIO
おどるポンポコリン/ 織田 哲朗

永吉 ・ 山川 啓介

楠橋 平之助 山田 研登 森下 航 成田 器治郎

「不思議の国のアリス」 より

ハラウ フラ オ モアニケアラ

ちょっと休憩

アロハエコモマイ /Ａ．Ｂ．Ｏｌｍｏ
虹を / ジェイク ・ シマブクロ

渡部 安貴 花田 つむぎ 平岡 千花 岡林 真風 村形 ひかり 大森 亜未
他 D2 メンバー
高柳 雪花
飛鳥 馬奈子
洞 幸穂
大西 麻衣

柳原
有馬
内田
小安

楓
和香
聡美
光海

西山 清葉 奥植
池田 珠羽 宮﨑
髙野 悠
溝口
五十嵐 裕子 石塚

菜央 由水 七海 高柳 風花
莉緒 宇津木 玲杏 吉井 美華
康子 城内 明子 中野 明日香
美樹

