
 

 

 

 

 

ご挨拶 

本⽇は、クリスマスコンサートにお越し頂き、ありがとうございます。 

昨年は、コロナウィルス感染拡⼤の影響により、 

YouTube 上の発表会とさせて頂きました。 

…ですので、2 年ぶりの会場での発表会となります。 

昨年の録画も皆、素晴らしかったのですが、 

「やはりお客様がいて、ホールで⽣演奏がしたい！」という気持ちが、 

カメラ越しから、とてもよく伝わってきました。 

⾳楽は、演奏者（と作曲者）と聴いて下さるお客様がいて、 

初めて成り⽴つ芸術です。 

感染症対策をしつつ、演奏者とお客様が同じ空気・⾳楽を感じて、 

⼼⾝共に元気になって頂けたら、これ以上嬉しい事はございません。 

また、このクリスマスコンサートを開催するにあたり、 

ご協⼒頂きましたご家族の皆様、ホール・スタッフの⽅々に、 

深く御礼を申し上げます。 

 

ますみ・おんがく・きょうしつ 宝⽥真澄 

090-1053-3089 

ＨＰ https://www.masumi-ongaku-kyo-shitsu.com/ 

ブログ https://ameblo.jp/masumi-ongakukyo-shitsu/ 



第 1 部 ソロ演奏 

 
1 吉⽥ 優⾥⾹    かえるのうた         ドイツ⺠謡 

（伴奏 宝⽥真澄） おやまのたいしょう            ペース 
          よろこびのうた         ベートーヴェン 

2 佐藤 央芽     だあれ                    ペース 
  （伴奏 佐藤美悠紀） 
3 ⽣⽥ 智章     フレール・ジャック      フランス⺠謡 

           聖者の⾏進           アメリカ⺠謡 

4 廼島 希海     ひばり                      フランス⺠謡 
5 蔦⽊ 綺⾳     ジングルベル         ピアポント 

                      きらきら星                  フランス⺠謡 

6 壽盛 正宗      クックー・幸せなクック    ドイツ⺠謡 
（ジンボミュージックスタジオ編） 

7 ⼩⼭ 瑞葵     タランテラ            外国の曲 
8 林 莉穂          天の川はミルクセーキ  ステッカー/ホロヴィッツ 

 
〜休憩〜 

 

第 2 部 ソロ演奏 
 

1 升澤 真穂       アラベスク          ブルグミュラー   

ト⻑のメロディ        バッハ/橋本晃⼀ 
2 ⼭⽥ 稜     スパニッシュダンス       バスティン 

           メガロバニア（⾃作アレンジ）   Toby Fox 
3 上⽥ みのり   ⼈形の夢と⽬覚め        オースティン 

4 村島 聡太    動物の謝⾁祭より        サン=サーンス 

 「ライオンの⾏進」 

5 村島 佳歩    エリーゼのために        ベートーヴェン 

 

〜休憩〜 
 

第 3 部 連弾 
 

1 吉⽥ 優⾥⾹      ちゅうりっぷ                 井上武⼠ 

  佐藤 央芽 

2 升澤 真穂       We Wish You a Merry Christmas  賛美歌 

  廼島 希海         （⾃作変奏付き） 

3 ⼩⼭ 瑞葵    Like Flames                      SACHIKO 
  宝⽥ 真澄          (転⽣したらスライムだった件主題歌) 
4 林 莉穂      花は咲く             菅野よう⼦ 

  宝⽥ 真澄 

5 壽盛 正宗    ほろばしゃがやってくる      アメリカ⺠謡 

  上⽥ みのり 

6  ⼤橋 紗⽉    May Day Carol                    イギリス⺠謡 

  宝⽥ 真澄 

7 村島 聡太    「アルルの⼥」より        ビゼー 
  村島 佳歩           ファランドール 
 

〜休憩〜 

 



 
第 4 部 ソロ演奏 

 
1  ⼤橋 紗⽉  ガラスの靴           ギロック 

2 ⼩⼭ 和輝    くま              レビコフ 

         がんばれ！蜘蛛⼦さんのテーマ  橘亮祐/篠崎あやと 

3 松⽯ ⼼結  BLUE NOTE BOOGIE             KONOWITZ 
                 愛を知るまでは         あいみょん 
4 ⼩出 莉奈  ナポリの歌 op.39-18      チャイコフスキー 

                  ドライフラワー         優⾥ 
5 久我 ⼼乃美 ⼄⼥の祈り           パダジェフスカ 

         〜お楽しみ♪〜 
6 植⽊ 由真  HOO-CHOO STOMP            KONOWITZ 
                 恋する⽉夜に君想ふ      久保⽥真悟/栗原暁 
      

〜休憩〜 
 

第 5 部 ソロ演奏 
 

1 上⽥ 哲⼠   ルパン三世のテーマʼ78          ⼤野雄⼆ 

           〜超絶上級ジャズアレンジ 

2 藤林 ⽇彩   ⼿回しオルガンのおじいさんのお話 カバレフスキー 

          Baby, God Bless You               清塚信也 

3 ⽇下部 桃⼦  樅の⽊              シベリウス 
⼈⽣のメリーゴーランド        久⽯譲 

4  廼島 智朗      回る空うさぎ           Orangestar 
5 廼島 優海   ソナタ第 20番ト⻑調 op.49-1       ベートーヴェン 

第 1 楽章 
          あの夏へ                          久⽯譲 

〜休憩〜 

 
第 6 部 ゲスト・講師演奏 

 

1 ⽯川 ⼀郎（Vn） チャルダッシュ         モンティ 

  ⿊⽥ 悦⼦（Pf） 
 

2 宝⽥ 真澄    ソナタ第 14 番嬰ハ短調 op.27-2   ベートーヴェン 

                「⽉光」第 3 楽章 

3 ⽯川 ⼀郎（Vn） 「マイ・フェア・レディ」より  プレヴィン 

   ⿊⽥ 悦⼦（Va）       踊り明かそう 
   宝⽥ 真澄（Pf）                
 

〜カーテンコール〜出演者による即興演奏（Q＆A…問答奏）〜 
 

〜出演者写真撮影〜 
 

 



 

交通 

JR 相模原駅南⼝バスのりば、 
1番のりば、淵野辺公園・⼤野台経由〜相模⼤野駅⾏き「市⺠会館前」下⾞すぐ 
2番のりば、光が丘・北⾥⼤学経由〜相模⼤野駅⾏き「市役所前」下⾞徒歩 1分 
6番のりば、市役所前経由〜上溝⾏き、「市⺠会館前」下⾞すぐ 

⼩⽥急相模⼤野駅北⼝バスのりば、 
1番のりば、北⾥⼤学・光が丘経由〜相模原駅⾏き、「市役所前」下⾞徒歩 1分 
2番のりば、⼤野台・淵野辺公園経由〜相模原駅⾏き「市⺠会館前」下⾞すぐ 
5番のりば、国道 16 号線経由〜相模原駅⾏き、「警察前」下⾞徒歩 5分 

あじさい会館に駐⾞場はございません。恐れ⼊りますが、 
お越しの際はなるべく電⾞・バス等の公共交通機関をご利⽤ください。  


