
タイムスケジュール

10:30 第一部集合

10:45 第一部演奏

12:00 第二部集合

12:10 全員で写真撮影

12:20 ウエルカムアーティスト

13:10 第二部演奏

15:00 終了予定
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第一部

 バスティン・オールインワン　プリマーA バスティン・オールインワン　プリマーA バスティン・オールインワン　プリマーA バスティン・オールインワン　プリマーA

1 いっしょにおよごう  仲村 梛々未 なかむら ななみ  年少 初 城間

2  ビンゴ 池田　光 いけだひかる 小4 初 坂本

3 よろこびのうた 原田　怜奈 はらだれな 年中 初 坂本

4  ロバくん ヒー！ホー！ 外国のうた 菊繁 実乃里  きくしげ みのり 年中 初 城間

クラッシックメロディの楽しみ.プリマー

5 ト長調のメヌエット 佐藤　佳歩 さとうかほ 年長 初 山永

6 ラデッキーマーチ　　　（ヨハン・シュトラウス） 山田　葵々 やまだきき 小1 初 坂本

7 主よ人の望みの喜びよ （J.S.バッハ） 池田　菜月 いけだなつき 小２ 3 山永

8 子守歌 田中　璃来 たなかりら 小５ 3 坂本

9 エリーゼのために 久原　陽 くはらはる 年中 2 山崎

ピアノでパレード

10 私たちの学園祭　　　　　　　 村井淳之助 むらいじゅんのすけ年長 初 坂本

11 グミ熊さんのブギ 瀬戸口　志歩 せとぐちしほ 小2 初 坂本

12 パーティで楽しく 入江　美琴 いりえみこと 年中 4 中尾

13 ペンギンのパレード 照屋　玲 てるやれい 小1 2 山永

14 主よ人の望みの喜びよ （J.S.バッハ） 東あかり ひがしあかり 年長 2 坂本

15 春休み 西山　泰生 にしやまたいせい 年長 3 福本

16 鬼のダンス トーマス英美 トーマスエイミー 小3 3 坂本

17 学校の組曲 松島　千乃 まつしまちの 年長 2 福本

18 感謝祭 松島　眞千 まつしままち 小1 2 福本

19 ニ長調のソナチネ3楽章 吉田　華菜 よしだはな 小2 5 牛島

ファーストピアノレパートリーアルバム・名曲集ファーストピアノレパートリーアルバム・名曲集ファーストピアノレパートリーアルバム・名曲集ファーストピアノレパートリーアルバム・名曲集

20 朝の祈りop39-1(チャイコフスキー) 柿本　凱大 かきもとよしひろ 成人 32 福本

21 メヌエットNO2 山崎　桃佳 やまさきももか 中1 初 福本

22 二長調のマーチ 富武　紗菜 とみたけさな 小４ 13 福本

23 メヌエットハ長調 照屋　茉那 てるやまな 小3 2 山永

24 小さなオランダのダンス 富武　紗菜 とみたけさな 小４ 14 福本

25 悲しき鳥 松島　千乃 まつしまちの 年長 2 福本

26 霧 森田　芽依 もりためい　 小5 4 鬼丸

27 キャラバン 松島　眞千 まつしままち 小1 3 福本

28  アングレーズ(L.モーツァルト) 松島　千文 まつしまちふみ 小3 7 福本

29 ソナチネ(タランテラと)　（スピンドラー） 伊藤　楽純 いとうらくしゅん 小4 4 城間

30 ト長調のエコセーズ　（ベートーヴェン） 西庄　航希 にししょうこうき 小4 4 坂本

31 ト長調のソナチネ　1楽章　（ベートーヴェン） 大谷　莉穂 おおたにりほ 中2 2 山永

32 楽しき農夫（シューマン） 伊藤　由珠季 いとうゆずき 小4 4 城間

33 エリーゼのために（ベートーヴェン） 桑原　大洋 くわはらひろうみ 小6 2 小島

34 別れ(ブルグミュラー) 松島　千文 まつしまちふみ 小3 6 福本

集合写真撮影 記念品配布 ※写真の時間は目安です。



☆ウエルカムアーティスト(ピアニスト秋田悠一郎先生)☆ウエルカムアーティスト(ピアニスト秋田悠一郎先生)☆ウエルカムアーティスト(ピアニスト秋田悠一郎先生)☆ウエルカムアーティスト(ピアニスト秋田悠一郎先生)

プログラム

ショパン：幻想即興曲 .作品66 嬰ハ短調

ショパン：ワルツ第6番 変ニ長調 作品64-1仔犬のワルツ

ショパン：練習曲 ハ短調 作品10-12「革命」

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 「熱情」 全楽章 Op.57

他

曲目は変更の可能性があります。

第二部

豆ピアニスト豆ピアニスト豆ピアニスト豆ピアニスト

35 エチュード（ハチャトリアン） 福田　将之 ふくだまさゆき 大３ 25 福本

36 オペラ「ヴェネツィアの野獣」主題による6つの変奏曲(モーツアルト)中川　武優 なかがわたける 中1 27 福本

37 フラメンコ　(ギロック) 野村　茉利　 のむらまり　 年長　 5 鬼丸

38 バレンタインデイ(バスティン) 永田　希和 ながたきおり 年中 5 福本

39 ガヴォット(バスティン) 永田　祈凛 ながたいのり 小１ 6 福本

40 ブーレNO.1（キルンベルガー） 明石　愛子 あかしあいこ 小4 24 福本

41 ブーレＮＯ.2（キルンベルガー） 明石　愛子 あかしあいこ 小4 25 福本

42 トロールハウゲンの婚礼の日　Op. 65, No. 6　（グリーグ） 舛本　和花 ますもとのどか 中2 35 福本

43 シンフォニア11番（バッハ） 明石　美央 あかしみお 小6 27 福本

44 Heigh Ho(WALT DISNEY FAVORITES for PIANOより） 宗田　恵太朗 そうだけいたろう 年長 初 小島

45 打ち寄せる波(ジェーンスマイサーバスティン) 西田　遼平 にしだりょうへい 小３ 初 小島

46 Summer (久石譲) 寺田　幸晴　 てらたゆきはる　 小3 5 鬼丸

47 虹の彼方に（ハロルド・アーレン） 廣澤　孝治 ひろさわこうじ 成人 5 山崎

48 Lemon(米津玄師)弾き語り　 福本　和馬 ふくもとかずま 成人 27 福本

49 シンフォニア6番（バッハ） 福田　百恵 ふくだももえ 大１ 42 福本

50 インテルメッツォ　op.118-2イ長調（ブラームス） 福田　百恵 ふくだももえ 大１ 43 福本

51 連弾　トロウドハウゲンの婚礼の日（グリーグ） 山崎　万里子 やまさきまりこ 成人 7 T

石川　貴美 いしかわきみ 成人 7 T

52 インベンション7番（J.S.バッハ） 土肥　麻耶子 どひまやこ 成人 34 福本

53 バガテルop.119-5　（ベートーヴェン） 土肥　麻耶子 どひまやこ 成人 33 福本

54 ピアノソナタKV284全楽章(モーツァルト) 明石　美央 あかしみお 小6 28 福本

55 ピアノソナタ3番(プロコフィエフ) 穐山　嵯代佳 あきやまさよか 大1 32 福本

プロフィール

4歳からヤマハ音楽教室にて音楽を学ぶ。ヤマハ専門コースにて演奏、

作曲、アナリーゼ、アンサンブルなどを学び、その後東京芸術大学音楽

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Chopin 国際ピアノコンクール in Asia 、他国内外のコンクールで入賞。

これまでにチェコフィル六重奏団、プリマヴィスタ・カルテットなどと共演。

2006年にはASIA Grand PIANO Concertに出演、ソウルアートセンター(韓
国)にて8台ピアノでスメタナのピアノソナタを演奏する。現在は東京と九

州を中心にソロリサイタルをはじめ室内楽やヴァイオリン、チェロ、フ

ルートなどと共演をしている。

ほか、レッスン、アナリーゼクラスなどでも活動中。東京での定期的な

チャリティーコンサートをはじめ、数々のトークコンサートを意欲的に

行っている



参加指導者名

石川貴美.牛島真理.鬼丸悦子.小島奈美子.坂本侑実子.城間結香.

中尾和枝.福本幸子.山内経子.山崎万里子.山永実子.

生徒さんたちへ

Bastienコンサートは、とにかく楽しくのびのびと

「みんなが幸せに自分らしく音楽を演奏を楽しむ」

☆日頃習った気をつけてきたことや

☆できなかったことができるようになったこと

☆その他それぞれの目標に向かって

天国から、ジェーン先生がみていると思います。

みなさん、どうぞどうぞ笑顔いっぱい、自慢げに弾いて下さい。‼

皆さんがピアノ弾けてすばらしい‼をたくさん感じてどうぞ張り切ってね。

演奏楽しみにしています。 バスティン研究会In福岡

参加者様へお願いとお知らせ

☆写真は、フラッシュ無しで、撮影はご自分お子様の時のみ。
☆ロビーホールは、飲食禁止です。
☆足台については各教室で記入してください。
☆今回はDVD販売はございません。

なお、演奏中の客席の移動、会場の出入りは、演奏の妨げになりますのでご遠慮ください。

また、ホール・ロビー内飲食禁止となっております。
軽食は、二階屋外庭園でよろしくお願い致します。

・・以上、ご協⼒をお願い申し上げます。

次回の36回バスティンソロズコンサートは8/9に開催いたします。

その他バスティン研究会メンバー開催催し物

ピティナステップ・博多南ステップは、

夏季7/4.アクロス福岡円形ホールと秋季11/7.8.アミカスにて開催致します。

皆さんのピアノを色々なところで披露してくださいね。

・2020ブルグミュラーコンクール開催日程：

地区予選

福岡西地区9/27(日)あいれふホール

宮崎地区 10/4(日)メディキット県民文化ｾﾝﾀｰｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

福岡地区 10/4(日))福岡女学院ギール記念講堂

北九州地区10/11(月)黒崎ひびしんホール中ホール

唐津地区 10/17(土)唐津市相知交流文化センターサライホール

筑紫地区 10/18(日)カワイ福岡 ルーチェ

ファイナル

11/21(土).11/22(日).11/23(月祭) 福岡女学院ギール記念講堂


