
オープエング～チルドレンズコンチエルティーノ I 畑 美咲 (若松小 5年 )

1.田中 陽菜(前原小 2年 )

2`

つ
０

笑蒼 患稿 (明星小2年 )

穀茉 桑翁(第 6小 3年 )

フ.

10,齋木

11.伊藤

4.藤丼 遥夫(新町小 2年 )

5,藤丼 優衣(新町小 1年 )

6.薮内 咲良 (府中佼成幼年長)

高月 鷺 (キッズェィド保年中)

川端 花歩 (ぬくい南幼年少)

瑠那 (明星小 1年 )

鼎3(小金丼南小1年 )

メヌエツト・マーチ

サラノミンド

カンツオネッタ

風の通り道 (となりのトトロより)

リゴドン

さあワルツをおどろう

ラベンダーブルー

ちょうちよう

ペンギンのおやこ・ラツパとたいこ

ルーとあそばう (連弾)

とべ !うちゆうせん (連弾)

おやまのがくたい 。こどものマーチ

12.越膳 陽律子(第 6小 2年 )

13.松井 雪愛 (小金丼南小 1年 )

14.田中 陽業(前原小 2年 )

15.獣菫 循夫(明星小3年 )

16.山田 結尋 (第 6小 6年 )

17.伊議 簿竿さま

18.塚原 舞 (晃華学園高校 3年 )

音楽のおくりもの

あわてんばうのサンタクロース

赤鼻のトナカイ

無邪気 (ブルグミュラーより)

カントリー□―ド

インベンシヨン 1番 (].Sノ ッヽ八)

ないしょ話 (ブリじグミュラーより)

アラベスク第 1番 (ド ビュツシニより)

ショパンエチユード Op.25… 2

アシタカせつ記

塚原 舞&めぐみ



オープニング演奏～「ルバン3世′
78」 ～佐里予心美・塚原めぐみ～        11・  佐藤 咲幸 (第 10小 3年)      リメンノヾ―・ミー (連弾)

1.  田代 若葉 (第 5中 2年)           Lemon(米 澤玄師)      12. 矢簾 響葉 。哭康 季花        ピァノのおけいこ (連弾)

2. lL篠 准鷹般 (第 10小 6年 ) もののけ姫 13, 矢厳 讐彙 (白百合第 2幼年長)    のりもの 。たんぼのなかのいつけんや

3. 天療 季花 (第 8小 4年)     木―ルニューワール ド (アラジンより)   14. 嵩膳 憧表 (自百合第 2幼年少)    ダンス・ちらちらこなゆき

4. 和由 ゼ鴇 (新町小3年)    しましまぼうのメリーゴーランド       15. 鐸正 あ農(第 2小 1年 ) エンターテイナー

5, lL篠  志藉 (第 10小 3年)  さあワルツをおどろう。おばけのあしあと    16. 新容 圭書 (第 2小 3年)      カントリー□一ド (耳をすませばより)

6. il篠 志結 &lL標 造薄濃 気取り屋さんの難難       17. 住島 普急 (第 1小 2年)   パート。オブ・ユア・ワールド(リ トルマーメイドより)

7. 嵩格 蓮表 (白百合第 2幼年少)&宏美さま   不思議なポケット 18. 久凛 留番 (第 8小 4年)       素直な心 `やさしさに包まれたなら

8, 宮越 一花 (天神町幼年長 ) にじ。さんぞくのうた (連弾)     19・  佐藤 咲幸 (第 10小 3年)      かわいいミュゼツト

9, 燕議 くる臭 (府中文化年中)    キラキラばし。あおいとり (連弾)     20. 佐鼻 芯臭 (第 1小 5年 )

lo,粘常 あ晨 (ぁぉぃ第 1幼年中) ジングルベル 。とべ !う ちゅうせん(連弾)    21. 昇工 莉5(第 2小 6年 )

ノ(ラード (ブ
｀
ルグミュラーより)

リゴドン・プレリュード

22.森 田 愛莉 (浅間中 1年)        チル ドレンズコンチェルティーノⅢ

講師演奏

「愛の夢 第 3番」～2台ビアノ版               リス ト

共演 笠丼優子

勒

躙 |1鶴



オープニング演奏″「リメンバー・ミー」ギター 田中凰都 & Pf.塚原めぐみ

1.小林 真緒 (4年)          ソナチネ第 5番全楽章

(ベートーヴェンより)

2.荒丼 菜ノ花 (4年 ) ルージュの伝言(魔女の宅急便より)

3,大久保 美優(5年 ) 素直な心 (ブルグミュラーより)    14,縫螢 り
｀
(2年 )

16.(穣 桑翁(4年 )

17,lF将 莉手(5年 )

よろこびのうた

おかしなふとつちよゆきだるま     18,驚群 縁ん花(6年 )

サンタが街にやつてくる

こどものマーチ

たんばのなかのいつけんや        講師演奏

12・ 林 舞音 (初 。1年 ) ちょうちょう (連弾 )

13.渡辺 脩 平 (初 ・2年)       □一デイおばさんたいへんだ (連弾)

おやまのがくたい (連弾)

行進曲～花のワルツ (連弾)

(く るみ害1り 人形より)

ピアノソナタ 第 8番悲!愴第 2楽章

(ベートーヴェン作・石川芳編)

となりの トトロ (連弾)

U.S.A

序曲XI(ドラコ
｀
ンクエス トより)

4.撥勉 晨臭(3年 )

5,讐格 菫泰(2年 )

6,策岩 攀資 (3年 )

フ.坂田 愛罰(2年 )

かわむら  の どか

8,サ |1村 和夏 (1年 )

9.賃茨 審案 (初 。1年 )

星に願いを

やさしさに包まれたなら

ホールニューワール ド (アラジンより)

15,留準 自蔀 (5年 )

19.層采 奥也(6年)       チルドレンズコンチェルテイーノⅡ
(2台ピアノ)

「愛の夢 第 3番」～2台ピアノ版 リス ト

共演 笠丼覆子10.獲勉 節  (府 中文化幼年長)  ジングルベル・とべ !う ちゆうせん (連 31il)

11,高橋 優葵 (2年)&愛佳 (4年)  小さな世界 (連弾 )

ミッキーマウスマーチ (連弾 )


