
第30回バスティンソロコンサート第30回バスティンソロコンサート第30回バスティンソロコンサート第30回バスティンソロコンサート

第一部

10:00開場・1部受付

10:20

プレ･リーディングソロズプレ･リーディングソロズプレ･リーディングソロズプレ･リーディングソロズ

1 へいたいさんのマーチ トーマス　英美 とーます　えいみ 小1 初 坂本侑

2 とけいのうた 楢崎　史子 ならざき　ふみこ 年中 初 石川

3 クリスマスのかね 上野  明日葉 うえの あすは  年中 初 鬼丸

バスティン先生のお気に入り1バスティン先生のお気に入り1バスティン先生のお気に入り1バスティン先生のお気に入り1

4 幸せな魔女 松本 千怜 まつもと ちさと 小2 初 鬼丸

5 チャイナタウン 藤田 織安 ふじた りあん  小1 2 鬼丸

6 いざ学校へ！ 小部 楓果 こべ ふうか            年中 初 鬼丸

7 かわいい犬 秋枝 李瑚 あきえだ りこ        小3 2 鬼丸

8 カーニバルチャチャ 中村 咲良 なかむら さら   小3 2 鬼丸

9 授業始め 江口 凛南 えぐち りんな     小1 初 鬼丸

10 インディアンの酋長 中村 弘樹 なかむら ひろき 小3 2 鬼丸

バスティン先生のお気に入り2バスティン先生のお気に入り2バスティン先生のお気に入り2バスティン先生のお気に入り2

11 ダンプカーの行列 兵動 悟基 ひょうどう さとき 小3 2 鬼丸

12 ふくろう博士 上野 暁弘 うえの あきひろ    小3 3 鬼丸

13 鳥の国のインコ 熊丸 彩音 くままる　あやね 小4 3 小島

14 子猫ちゃん 椋野 遥帆 むくの 　はるほ 小2 5 鬼丸

バスティン先生のお気に入り3バスティン先生のお気に入り3バスティン先生のお気に入り3バスティン先生のお気に入り3

15 とくい顔のプードル 大塚 理子 おおつか りこ 小3 初 鬼丸

16 桜の木に登って 中田　みのり なかた みのり 小4 初 志牟田

17 セニョリータ 橋本 葵 はしもと あおい       小4 2 鬼丸

18 ロックフェスティバル 寺田 幸晴 てらた　 ゆきはる 小1 初 鬼丸

バスティン先生のお気に入り4バスティン先生のお気に入り4バスティン先生のお気に入り4バスティン先生のお気に入り4

19 メキシコの祭り 楢崎　未穂子 ならざき　みほこ 小 6 7 石川

20 小びと人形のマーチ 鷹巣　菜々美 たかす　ななみ　　 年長 3 山崎

21 フェスティバル 椋野 七帆 むくの なほ           小5 11 鬼丸

22 勝利のマーチ 松垣　温花　 まつがき　はるか 小5 5 石川

23 独立祭の踊り 野村 真生 のむら まお            小4 初 鬼丸

24 五番街のプードル 大塚 優 おおつか ゆう            小6  初 鬼丸

Airs and Ballads of BritainAirs and Ballads of BritainAirs and Ballads of BritainAirs and Ballads of Britain

25 Hot　Cross Buns 片桐　明日香 かたぎり　あすか 小3 初 石川

26 Scarborough Fair 楢崎　礼子 ならざき　のりこ 小3 2 石川

27 Lavebder's Blue 川鍋　凪紗　 かわなべ　なぎさ 小3 2 石川

28 Greensleeves 古城戸　海月 ふるきど　みづき 小4 6 石川

名曲集1

29 ト長調のメヌエット　ＢＷＶ116.　（J.S.バッハ） 井上　春香 いのうえ はるか 小4 初 志牟田

30 小さな歌(カバレフスキー) 渡辺　璃奏 わたなべりな 小4 2 坂本侑

名曲集3

31 ト長調のメヌエット（ベートーヴェン） 藤田 祐海 ふじた ゆうみ      中1   10 鬼丸

32 ソナチネOp. 55-3　第1楽章　　（F. クーラウ） 小松 かのん こまつ かのん 小6  4 鬼丸

１部表彰式

11:40  1部集合写真

11:50　休憩・ウエルカムアーティスト会場準備のため一時閉場



12:20　開場・3部受付

12:30　第2部　ウエルカムアーティスト　秋田悠一郎先生・安藤正太郎先生

ピアノソロ

ショパン　スケルツォ第2番変ロ短調 作品31

ショパン　　ワルツ　変ニ長調　Op．６４－１　「小犬」

ブルグミュラー練習曲より

※曲目は変更することがございます。

ヴァイオリンソロ

J.S.バッハ　ヴァイオリンソナタト短調BWV1001より　アダージオ

安藤正太郎(Vn)＆秋田悠一郎(Pf) デュオ

クライスラー　中国の太鼓

サラサーテ　ツィゴイネルワイゼン

J.S.バッハ　G線上のアリア

13:10 第３０回バスティンコンサート2017.9/3表彰式

バスティンコンサートは、参加者皆様のこれからの人生において音楽が幸せをもたらしますようと願い開催しております。

前回2014.3.21バスティングランドコンサート表彰式よりさらに演奏を重ねられ今回、表彰されます皆様は、以下の方々です。

バスティンコンサート１０.２０回出演おめでとうございます。

　　　　　　表彰者　　　　　　表彰者　　　　　　表彰者　　　　　　表彰者

秋田悠一郎先生

東京芸術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻を

経て、現在に至る。 PTNAピアノコンペティ

ションやショパン国際ピアノコンクールin Asia、

他国内外のコンクールにて受賞。第1回ベー

テンピアノコンクール大学・一般部門第1位及

びグランプリ受賞。第１回ヨーロッパ国際ピア

ノコンクール特級部門第１位及びグランプリ

受賞。 現在は東京と九州を中心にコンサート

演奏、レッスン、講座などで活躍中。

安藤正太郎先生

３歳よりヴァイオリンを始める。

生まれながらの全盲でありながら、ヴァイオリ

ニストとして活躍。日本各地でリサイタル・室

内楽コンサートやコンチョルトとの共演をまた

福祉大会、講演会、テレビ等に出演。

1994年同朋大学卒業。1997年名古屋県立

盲学校専攻科理療科卒業。

愛知新城大谷大学 客員講師。愛知県在住。

明石 愛子 あかし あいこ  小 2 10 回表彰 14 福本 

明石 美央 あかし みお  小 4 10 回表彰 18 福本 

椋野 七帆 むくの なほ       小 5 10 回表彰 11 ⻤丸 

藤田 祐海 ふじた ゆうみ     中 1    10 回表彰 10 ⻤丸 

具志堅 光星 ぐしけん みせい  大 4 10 回表彰 13 福本 

城間 結香 しろま ゆうか  成人 10 回表彰 10 福本 

中川 武優 なかがわ たける  小 5 20 回表彰 25 福本 

舛本 和花 ますもと のどか  小 6 20 回表彰 29 福本 

中野 奏  なかの かなで  中 1 20 回表彰 22 福本 

中川 太凱 なかがわ たいが  中 1 20 回表彰 24 福本 

近藤 智子 こんどう ともこ  大 4 20 回表彰 22 福本 

柿本 凱大 かきもと よしひろ 大 4 20 回表彰 28 福本 

福本 和馬 ふくもと かずま  成人 20 回表彰 22 福本 

土肥 麻耶子 どひ まやこ  成人 20 回表彰 26 福本 



１3:20　3部集合写真撮影

13:30　第3部

安藤正太郎とデュオ　　豆ピアニスト

1 Ｖｎデュオ・しつないがくはじめの一歩よりタランテラ(バスティン) 舛本　陽葵 ますもと　はるき 年長 3 舛本

2 Ｖｎデュオ・ソナタ ,Hob.XVI:35ハ長調第一楽章(ハイドン) 明石　美央 あかし　みお 小4 16 福本

3 Ｖｎデュオ・ソナチネ　Op.36-3第1楽章（クレメンティ） 明石　愛子 あかし　あいこ 小2 13 福本

4 Ｖｎデュオ・せきれい(ブルグミュラー) 中川　武優 なかがわ たける 小5 23 福本

5 Ｖｎデュオ・アヴェマリア(ブルグミュラー) 中川　太凱 なかがわ たいが 中1 23 福本

6 Ｖｎデュオ・お人形の夢と目覚め(オースティン) 富武　紗菜 とみたけ　さな 小2 5 福本

7 Ｖｎデュオ・白鳥(サンサーンス) 近藤　智子 こんどう 　ともこ 大4 21 福本

8 ト長調のメヌエット　ＢＷＶ114.　（J.S.バッハ） 鈴木　果子 すずき　かこ 小6 2 堺

9 ガボット(ギロック) 石橋　采和 いしぱし　さわ 小2 初 堺

10 ソナタ,K.545 ハ長調　 (モーツァルト) 明石　美央 あかし　みお 小4 17 福本

11 帰り道(ブルグミュラー) 力武　杏 りきたけ もも 小5 6 福本

12 まねっこ（ツェルニー） 近藤　智子 こんどう　 ともこ 大4 22 福本

13 Ｖｎデュオ・ソナチネＯＰ55-3第一楽章(クーラウ) 力武　杏 りきたけ もも 小5 5 福本

14 Ｖｎデュオ・ソナタ　ニ長調　第一楽章　Hob. XVI: 37（ハイドン） 舛本　和花 ますもと　のどか 小6 28 福本

15 Ｖｎデュオ・ウクライナ民謡による7つの陽気な変奏曲　(カバレフスキー) 中川　武優 なかがわ たける 小5 24 福本

16 Ｖｎデュオ・ソナタOP13悲愴2楽章(ベートーヴェン) 中川　竜成 なかがわ りゅうせい 高1 17 福本

17 Ｖｎデュオ・ルーマニア舞曲　（バルトーク） 中野　奏 なかの　かなで 中1 21 福本

18 Ｖｎデュオ・愛の挨拶(エルガー) 柿本　凱大 かきもと　よしひろ 大4 27 福本

19 Ｖｎデュオ・アヴェマリア(カッチーニ) 志牟田礼子 しむた 　れいこ 成人 2 福本

20 Ｖｎデュオ・連弾「エスパーニャ・カーニ」(パスカル・マルキーナ編曲ウｲリアム・ギロック   )Primo 石川 貴美 いしかわきみ 成人 2 Ｔ

Second 山崎万里子 やまさき まりこ 成人 2 Ｔ

21 連弾ソナチネ第6番全楽章(アンドレ) Primo 中川　武優 なかがわ たける 小5 25 福本

連弾ポルカパーティ(キャサリン・ロリン) Second中川　太凱 なかがわ たいが 中1 24 福本

22 素早い動き(ブルグミュラー)　 中野　奏 なかの　かなで 中1 22 福本

23 空気の精(ブルグミュラー)　 舛本　和花 ますもと　のどか 小6 29 福本

24 貴婦人の乗馬(ブルグミュラー)　 明石　美央 あかし　みお 小4 18 福本

25 牧歌(ブルグミュラー)　 富武　紗菜 とみたけ　さな 小2 6 福本

26 無邪気(ブルグミュラー)　 明石　愛子 あかし　あいこ 小2 14 福本

27 シャコンヌ　（J.S.バッハ＝ブゾーニ） 具志堅 光星 ぐしけん　みせい 大4 13 福本

28 エンドレスロードし(FUMIKA) 福本　和馬 ふくもと かずま 成人 22 福本

29 ノクターン　遺作嬰ハ短調　(ショパン) 柿本　凱大 かきもと　よしひろ 大4 28 福本

30 ノクターン　ｏｐ9-2　(ショパン) 土肥 麻耶子 どひ　まやこ 成人 26 福本

31 舟歌(ショパン) 城間　結香 しろま　ゆうか 成人 10 福本

32 アンダンテスピアナート(ショパン) 具志堅 光星 ぐしけん　みせい 大4 12 福本

16:30 演奏終了

一つ一つのステージでスポットライトを浴び・・皆さんの音楽がキラキラと輝くことは本当に素晴らしいです。

ますます素敵に舞台を重ねるごとに表現の楽しみを味わい成長していただければと思います。

参加指導者一同

石川貴美・鬼丸悦子・小島奈美子・堺由美子・坂本侑実・志牟田礼子・福本幸子・山崎万里子


