
 

 

宮城学院女子大学音楽科附属音楽教室  

第 55 回   発  表  会  

日 時   2014 年 7 月 21 日 （月・祝）     10：00 開演 

会 場   宮城学院女子大学講堂 および 礼拝堂（パイプオルガン） 

 

     
      

＝第１部＝   普通コース生の部 

♪ ピアノ   

石垣 初乃佳(年長)   柏葉 詩奈（年長）  池野 愛那（小 1）   千葉 あかり(小 1） 

 江口 雅人 (小 2）  齋藤 夏生（小 2）   千葉さつき（小 2）  常盤るりか（小 2） 

 永澤 優杜（小 2）  伊藤    颯（小 3）  伊藤    萌（小 3）  江口 裕貴（中 1） 

 小泉みのり（中 1）   松本 和奏（中 1）  今野 里穗（中 3）  新井 道子（高 1） 

大和田 すず(高 1)    菊地 みほ（高 1）  庄子 三未（高 1）  千葉 菜穂（高 1） 

松田 夕奈（高 1）   湯澤 咲弥（高 1）  齋官 美優（高 1）   千葉 聡美（高 3） 

石幡 有紗（高 3）  太田 悠華（高 3）   小川 音寧（高 3）  中川 侑季（高 3） 

中野 香奈（研究コース） 

♪ パイプオルガン（礼拝堂） 

  武田奈都海（高 3）   

♪ ヴァイオリン 

   八木 千佳（年長）  安井 涼乃（小 1)   片平のどか（小 2）   熊谷  香音（小 2）  

 佐藤  亜秀（小 2）    渡邊  菜友（小 2）  天野 息吹（小 5）  大洲  智聖（小 5） 

佐々木優真（小 5）   池田  萌恵（中 1）  小坂  薫（中 1）  齋子 侑希（高 2） 

澤村 靖子（高 3） 

♪ チェロ 

佐藤 萌音（高 1）   阿部亜里沙（高 3）   

♪ 声 楽 

   佐藤 瑠璃（中 3）   金沢 真衣（高 1）  河野あずさ（高 1）  諏江真理奈（高 2） 

   鈴木 茜雅（高 3）   

入場無料 

 

お問い合わせ 

     〒 981-8557 仙台市青葉区桜ヶ丘 9 丁目 1 番 1 号 

    Tel.022-277-6209  e-mail:m-onkyo@mgu.ac.jp http://www.mgu.ac.jp/home/ 

 



 

宮城学院女子大学音楽科附属音楽教室 

第 55 回 発 表 会 

201４年 7 月２１日（月・祝）14:30 開演 

会 場 ： 宮城学院女子大学講堂 入場無料 

          

＝第２部＝  専門コース生の部   

合唱 ♪  ｢とらんぽりん｣   ♪「小さき願い」  ♪ ｢あの空へ｣ 

     作詞作曲：千葉さつき(小２) ・諏江真理奈(高２)・太田悠華(高３)   編曲：小山和彦   

ONKYO 合唱団  [初期～後期課程のソルフェージュ履修生] 

                   伴奏   深澤凜華（中２） /  清水敦也（高２）  

ヴァイオリン 

渡邊 愛子（中２）   プレリュードとアレグロ   プニャーニー＝クライスラー 

Pf. 千葉 順子 

ピアノ                              

石川 裕也（小６）  ソナタ Op.49-2 第１楽章         ベートーヴェン 

小野 天稔（中１）  ワルツ  Op.34-2                      ショパン 

中村 美紀（中１）  即興曲 Op.90-2                          シューベルト 

小林 眞子（中２）  ワルツ  Op.42                   ショパン 

深澤 凜華（中２）  ソナタ  Hob.ⅩⅥ:23   第 1・3 楽章              ハイドン 

荒  優花（中３）  ワルツ  Op.18                   ショパン 

小野馨具未（中３）  幻想即興曲 Op.66               ショパン 

飯田さくら（高１）  ソナタ Op.46 第 1 楽章               カバレフスキー 

清水 敦也（高２）   アンダンテ･スピアナートと大ポロネーズ     ショパン 

鈴木 友梨（高２）  リゴレット･パラフレーズ             リスト 

弦楽アンサンブル 

     ♪「ブルグミュラーワールド」より “狩”・・ 小山和彦編曲  Pf. 石川 裕也（小６） 

♪ 合奏協奏曲  Op.5-7・・アルビノーニ     ♪ アンネンポルカ ・・Ｊ.シュトラウス 

                                                         指揮 佐藤 寿一 

主催 宮城学院女子大学音楽科附属音楽教室 

〒981-8557  仙台市青葉区桜ヶ丘 9 丁目 1-1     Tel./ Fax. 022-277-6209 

                      e-mail:m-onkyo@mgu.ac.jp      http//www.mgu.ac.jp/home/ 
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