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火曜日  木曜日 

      ２日  

 ７日 

ソプラノ   宇佐美 朋子 

ソプラノ    森田 早貴 

マリンバ    手嶋 莉子 

マリンバ   中村 由紀子 

９日 

～ニュートンズ～ 

ヴァイオリン    中川 香 

ヴァイオリン   松本 一策 

コントラバス   伊藤 玉木 

ピアノ      金田 紗希里 

アトリウム・スタンウエイ・スペシャルコンサート 
8日(水） 15:00～ 野々山 未帆        15:45～ 生田 智子 

16:30～ 佐竹 美奈子        17:15～ 西岡 雄太 

9日（木） 15:00～ 奥村 百合名        15:45～ 西岡 あさみ 

10日（金） 15:00～ 菰田 帆乃香(県芸 2年） 15:40～ 吉田 まつり(県芸 2年）  

    16:20～ 永島 千花子(県芸 3年)  17:00～ ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 宮脇 泉月(県芸 3年)        

                                     ﾋﾟｱﾉ 松山 美津穂(県芸 2年） 

            17:40～松江 咲恵子（県芸大学院１年） 

１４日 
サックス     井内 貴仁 

ピアノ    松山 美津穂 
１６日  

２１日 

ソプラノ    村瀬 亜紀 

テノール    椿 翔太 

ピアノ    安藤 千紗都 

２３日 

～LaLaカルテット～ 

ヴァイオリン   簗瀬 彩 

ヴァイオリン   岡田 衣羅 

ヴィオラ     田中 文恵 

チェロ      紫竹 友梨 

 ２８日  ３０日  

２０１６年６月 

アトリウムコンサートスケジュール 

■ アトリウムコンサートに出演を希望される方は、演奏実演日にお声がけをしてください。 

■ 当月は主催者都合で、演奏場所の変更をする場合がありますのでご注意願います。 

■ 冒頭のＱＲコードでプログラムが確認できます。是非アクセスしてください。 



 

アトリウムコンサートプログラム 

６月７日（火）  1stステージ１７：００～ 2ndステージ１８：００～ 

ソプラノ   宇佐見朋子 

ソプラノ   森田 早貴 

マリンバ   手嶋 莉子 

マリンバ   中村由紀子 

   ～１stステージ～ 

◇早春賦 （中田章 / 源田俊一郎編曲) 

◇虹の彼方に （H.アーレン / R.オエトモ編曲) 

◇唱歌メドレー「ふるさとの四季」 （源田俊一郎 編曲） 

「故郷」「春の小川」「朧月夜」「鯉のぼり」「茶摘」「夏は来ぬ」「わ

れは海の子」「村祭り」「紅葉」「冬景色」「雪」「故郷」) 

   ～2ndステージ～ 

◇初恋 （越谷達之助） 

◇花の街 （團伊玖磨） 

◇桜の幻影 （安倍圭子） 

◇エル・ビート （オブラドルス） 

◇クーロ・ドゥルセの歌 （オブラドルス） 

◇あなたのいない静寂に耳を傾けて （G.エスペル） 

◇ホームソングメドレー・イタリア篇 （源田俊一郎 編曲） 

「サンタ・ルチア」「帰れソレントへ」「オーソレミオ」 



 

アトリウムコンサートプログラム 

６月９日（木）  1stステージ１７：００～ 2ndステージ１８：００～ 

～ニュートンズ～      

ヴァイオリン  中川 香 

ヴァイオリン  松本 一策 

コントラバス  伊藤 玉木 

ピアノ     金田紗希里 

      ～１stステージ～ 

◇ジュピター 

◇ラフマニノフに恋して 

◇ニュートンズ世界旅行 

 

～2ndステージ～ 

◇天使のミロンガ 

◇天使の死 

◇天使の復活 

◇ツィゴイネルワイゼン 
 



 

アトリウムコンサートプログラム 

６月１４日（火）1stステージ１７：００～ 2ndステージ１８：００～ 

                 サックス    井内 貴仁 

               ピアノ     松山美津穂 

     ～１stステージ～ 

◇愛の挨拶 （エルガー） 

◇アイネクライネナハトムジークより第１楽章 

 （モーツァルト） 

◇ルパン三世のテーマ （大野雄二） 

◇君をのせて （久石譲） 

◇エトピリカ （葉加瀬太郎） 

◇情熱大陸 （葉加瀬太郎） 

    ～2ndステージ～ 

◇ヴォカリーゼ （ラフマニノフ） 

◇ヴァイオリンソナタ 6番より第１、２楽章 

 （ヘンデル） 

◇Take Five （ポール デスモンド）  

◇美女と野獣 （アラン メンケン） 

◇Everything （松本俊明） 

◇宝島 （和泉宏隆） 



 

アトリウムコンサートプログラム 

６月２１日（火）1stステージ１７：００～ 2ndステージ１８：００～ 

ソプラノ   村瀬 亜紀 

テノール   椿 翔太 

ピアノ   安藤千紗都 

     ～１stステージ～ 

◇夏の思い出 （中田喜直） 

◇初恋 （越谷達之助） 

◇禁じられた歌 （Ｓ．ガスタルドン） 

◇オペラ『ジャンニ・スキッキ』より 私のお父さん （プッチーニ） 

◇愛の夢 （リスト） 

◇オペラ『カルメン』より 手紙の二重唱 （ビゼー） 

   ～2ndステージ～ 

◇うぬぼれ鏡 （平井康三郎） 

◇椰子の実 （大中寅二） 

◇勿忘草 （Ｅ．デ・クルティス） 

◇オペラ『ラ・ボエーム』より 私が街を歩くと （プッチーニ） 

◇ノクターン作品 9-2 （ショパン） 

◇オペレッタ『こうもり』より 時計の二重唱 （Ｊ．シュトラウス２世） 



 

アトリウムコンサートプログラム 

６月２３日（木） 1stステージ１７：００～ 2ndステージ１８：００～ 

～LaLaカルテット～    

ヴァイオリン  簗瀬 彩 

ヴァイオリン  岡田 衣羅 

ヴィオラ   田中 文恵 

チェロ     紫竹 友梨 

     ～１stステージ～ 

◇眠りの森の美女より ワルツ （チャイコフスキー） 

◇アンダンテ・カンタービレ  （チャイコフスキー） 

◇アイネクライネナハトムジークより第 1、4楽章 （モーツァルト） 

   ～2ndステージ～ 

◇アイネクライネナハトムジークより第 1楽章  （モーツァルト） 

◇アンダンテ・カンタービレ （チャイコフスキー） 

◇くるみ割り人形より  小序曲 、トレパーク  （チャイコフスキー） 

◇白鳥の湖よりワルツ  （チャイコフスキー） 



 

 

アトリウム・スタンウエイ・スペシャルコンサート 

8日(水） 

15:00～ 野々山 未帆 

       ♪P.D.センヌヴィル：渚のアデリーヌ  

       ♪ショパン：ノクターン op.９－２   他 

15:45～ 生田 智子      

       ♪ドビュッシー：アラベスク第１番  他 

16:30～ 佐竹 美奈子 

       ♪シューマン=リスト：献呈 

♪ドビュッシー：喜びの島 

17:15～ 西岡 雄太  

       ♪ベートーヴェン：ピアノソナタ第１７番 

｢テンペスト｣より第 1楽章 

       ♪ショパン：バラード第２番    他 

9日(木） 

15:00～ 奥村 百合名  

       ♪カプースチン：8つの演奏会用練習曲より

♪ショパン：バラード第４番 

15:45～ 西岡 あさみ 

        ♪メンデルスゾーン：幻想曲 op.28 

♪ショパン：幻想即興曲 op.66 



 

 

アトリウム・スタンウエイ・スペシャルコンサート 

10日(金） 

15:00～ 菰田帆乃香(県芸 2年） 

    ♪バッハ＝ラフマニノフ：無伴奏ヴァイオリンの 

ためのパルティータ第 3番 

    ♪クライスラー＝ラフマニノフ：愛の喜び 

15:40～ 吉田まつり(県芸 2年） 

    ♪ショパン：ノクターン第 13番 

♪ドビュッシー：映像第 1集より 水の反映、運動 

♪グリンカ=バラキレフ：ひばり 

16:20～ 永島千花子（県芸３年） 

    ♪リスト：バラード２番  他 

17:00～ ヴァイオリン宮脇泉月(県芸３年)   

ピアノ松山美津穂(県芸 2年） 

     ♪葉加瀬太郎：情熱大陸 

    ♪葉加瀬太郎：エトピリカ 

♪岡野貞一：朧月夜 

    ♪アイルランド民謡：ロンドンデリーの歌 

    ♪ウィリアム クロール：バンジョーとフィドル 

17:40～ 松江咲恵子（県芸大学院１年） 

    ♪ショパン：幻想ポロネーズ op.61  他 


