
 

 

 

 

 

 
 

平成 30 年度 

中二・高二演奏会 
 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 5 月 12 日（土）午後１時 30 分 

上野学園 講堂（石橋メモリアルホール） 

上野学園中学校音楽専門／高等学校音楽科 

 



平成 30 年度 中二・高二演奏会 
 

 

 ◎ 中学二年生の部 
 

 〔声楽〕 
 
    １．安藤 莉々            ピアノ 上原 結衣 
       G.ジョルダーニ     Caro mio ben（愛しき私の恋人よ） 
                    
 
    ２．吉﨑 涼歌                          ピアノ 上原 結衣 
       A.スカルラッティ     Se Florindo è fedele（フロリンドが誠実なら） 
 
 
    〔ヴァイオリン〕 
 
 ３．新田 海斗     
    P.ローデ          「24 のカプリス」より 第 1 番 
                    
 
    〔ピアノ〕 
 
    ４．菅原 桃花 
       P.チャイコフスキー     「四季」より 1 月 炉端で  6 月 舟歌 
 
 
    ５．瀬倉 葉明 
       F.シューベルト       ソナタ 第 13 番 イ長調 Op.120 第 3 楽章 

  
 

 

 ◎ 高校二年生の部 

      器楽・声楽コース  
 

〔ピアノ〕 
                    
    １．小嶋 毅仁       

M.ラヴェル         「クープランの墓」より 
1.プレリュード  4.リゴードン 
 

２．対本 葉音 
   F.プーランク        「8 つのノクターン」 より 第 1 番  第 5 番 
 



 
３．小野 真生 

       L.v.ベートーヴェン      ソナタ 第 21 番 ハ長調 Op.53  
                      「ワルトシュタイン」より 第 3 楽章“ロンド” 
      
   〔クラリネット〕   
  

４．諏訪 さくら                                              ピアノ 平田 真里奈 
C.M.ウェーバー       序奏, 主題と変奏 

                  
 

〔ヴァイオリン〕 
 
    ５．安藤 晃希                                                  ピアノ 志村 真麻 
        H.ヴュータン      ファンタジア・アパッショナータ Op.35 
                     
 
    ６．野口 結夢                           ピアノ 小﨑 彩音 
       L.v.ベートーヴェン     ソナタ 第 5 番 ヘ長調 Op.24 「春」  第 1 楽章 
     
  

 演奏家コース 
 

  〔ピアノ〕 
 
      １．平田 真里奈 
          C.ドビュッシー           前奏曲 第 2 集 より  

第 8 曲“水の精” 第 12 曲“花火” 
 
 
      ２．瀨沼 貴寬 
          S.プロコフィエフ        ソナタ 第 6 番 イ長調 Op.82 第 1 楽章 
  
 

３．志村 真麻   
             F.リスト          「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ 
                     
 

４．福田 万弥 
       M.ラヴェル           ラ・ヴァルス 
                     
 
      ５．冨士元 志芳 
          F.リスト            メフィストワルツ  
                     
 



【プロフィール】  
◎中学二年生 
 

安藤 莉々 平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 針生美智子先生、藤田彩歌先生に師事              
 

吉崎 涼歌 平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 吉田伸昭先生に師事                              
 

新田 海斗   緒方 恵先生、本郷幸子先生に師事 

菅原 桃花 平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 大室晃子先生に師事 
                           

瀬倉 葉明 平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 川田健太郎先生、山﨑紫乃先生に師事 
 

◎高校二年生 
  
小嶋 毅仁 平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 佐野淑美先生、大室晃子先生に師事 

 
対本 葉音 
 
小野 真生 

平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 中島彩先生に師事 
 
平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 ウィーン研修「修了コンサート」出演       
大室晃子先生に師事 
  

諏訪 さくら  ウィーン研修「修了コンサート」出演 荒井伸一先生に師事 
 

安藤 晃希 
 

平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 池田雄彦先生に師事 
                          

野口 結夢 平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 ウィーン研修「修了コンサート」出演  
佐藤まどか先生に師事 

 
平田 真里奈 平成 29 年度桜鏡祭演奏会、ランチタイムコンサート出演 

第 26 回ちば音楽コンクール E 部門入賞 
安田正昭先生、星子知美先生に師事 
 

瀨沼 貴寬 
 
 
 
志村 真麻 

平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 ウィーン研修「修了コンサート」出演      

ローナン・マギル先生ピアノ公開レッスン受講 
川田健太郎先生、安田正昭先生、干野宜大先生に師事 
 
平成 29 年度桜鏡演奏会出演 ウィーン研修「修了コンサート」出演         

第 18 回大阪国際音楽コンクールピアノ部門全国大会入選 
干野宜大先生、中島 彩先生に師事 
 

福田 万弥 平成 29 年度桜鏡祭演奏会出演 ウィーン研修「修了コンサート」出演 
今野尚美先生、植田克己先生、島田彩乃先生に師事 
 

冨士元 志芳 平成 29 年度桜鏡祭演奏会に出演 ウィーン研修「修了コンサート」出演 
マティアス・キルシュネライト先生ピアノ公開レッスン受講 
川田健太郎先生、島田彩乃先生に師事 

  
今後の演奏会等の予定 
 
平成 30 年度 ピアノ公開レッスン 
     講師 植田克己先生 
夏期音楽受験講習会        

6 月 30 日(土)11:00 
 
7 月 31 日(火)～ 
       8 月 3 日(金) 

上野学園 石橋メモリアルホール 
 
 
上野学園中学校・高等学校 

オープンスクール「古楽器体験」 8 月 25 日(土)13:00 上野学園中学校・高等学校 
平成 30 年度 桜鏡祭演奏会 9 月 22 日(土)・23 日（日） 上野学園 石橋メモリアルホール 

平成 30 年度 総合演奏会 11 月 17 日(土) 上野学園 石橋メモリアルホール 


