
桜井市立図書館 研修室Ⅰ

■会場 桜井市立図書館 研修室Ⅰ
〒633-0051 桜井市河西31

Tel. 0744-44-2600

■主催 ミュージック・ツリー音楽教室後援会ひまわり

2022/3/26（土）
第1部 10：15～（10：00開場）

第2部 13：15～（13：00開場）

第3部 15：30～（15：15開場）
※生徒様演奏時間により、10～15分程度のずれが生じる可能性があります。



　本日はお忙しい中御来場いただき、誠にありがとうございます。  

　一旦落ち着いた新型コロナウイルスですが、オミクロン株の拡大で気を抜けない毎日が続いております。

昨年3月に実施した【第16回定期コンサート】同様、マスク着用・消毒・検温・人数制限など、制約の多い

開催となりますが、この様な状況でも精いっぱい演奏や鑑賞を楽しんで頂けましたら幸いです。

　第１部は、主に楽器経験年数の長い小学6年生～大人生徒皆様の発表の場です。教室の方針や環境が

好きで長く通って下さっている生徒みなさまの熱意ある演奏をお楽しみください。

　　

　第２部は主に小学低学年～5年生までの皆様の発表の場です。ある程度継続し壁にぶつかり挫折も経験

しました。練習量の一番多いこの時期の生徒皆様のはつらつとした演奏をお楽しみください。

　第３部は、主に楽器を始めたばかりの幼児～小学低学年生徒皆様の発表の場です。初めての舞台では

照明がまぶしく緊張で震えてしまう生徒もいるかもしれません。温かい声援をお願いいたします。

　　　

　「練習過程を大切にしながら共に創り上げていく。」　がコンセプトの生徒発表会ですが、コロナ禍で合唱や

弦楽器・鍵盤ハーモニカによる「アンサンブル」が出来ない状況が続いております。大人数でのアンサンブルが

出来る日を楽しみに、今は個人の音楽力を高めていきたいと思っております。

　「演奏も鑑賞も楽しい！」をモットーに、お客様と楽しい時間を共有できれば幸いです。

　最後になりましたが、このコンサートのために御尽力・御協力下さいました教室生徒様・保護者様、そして

会場に足をお運びいただいた皆様方に心よりお礼申し上げます。

教室代表　古田　ほづみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  教室講師一同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  教室後援会ひまわり　スタッフ一同

ごあいさつ



10:15～12:30　（受付　10:00～10:15）

演奏 楽器 作曲・編曲 曲名 指導講師 伴奏

1 Y・I　（中２） 　Vn 久石譲 「天空の城ラピュタ」より　君をのせて 古田葵 西村奈菜

2 K・Y　（中３） 　Vn エルトン・ジョン 「ライオンキング」より　愛を感じて 古田葵 西村奈菜

3 D・I　（大１） 　Vn 渡辺翔 「魔法少女まどか☆マギカ」より　コネクト 古田葵 西村奈菜

4 Y・T　（大人） 　Vc 久石譲 (島津秀雄編曲) 「もののけ姫」より　アシタカせっ記 清水あゆみ 西村奈菜

5 K・I　（大人） 　Vn G.パールマン イスラエルコンチェルティーノ　第1楽章 古田葵 西村奈菜

6 Y・M　（大人） 　Vn A.ドヴォルザーク ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ　第1楽章 古田葵 西村奈菜

7 S・K　（小６） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③ /
ブルグミュラー ハロウィーン　/　アラベスク 古田ほづみ

8 A・M　（小６） 　P ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ④ / 久石譲 農夫の歌　/　「千と千尋の神隠し」より　 命の名前 古田ほづみ

9 N・S　（中２） 　Vn A.ドヴォルザーク ロマンティックな小品 Op.75  第1番・第2番 古田葵 西村奈菜

10 K・I　（中３） 　Vn Ｊ.マスネ  タイスの瞑想曲 原田詩穂 西村奈菜

11 Y・T　（小６） 　P D.カバレフスキー / W.ギロック ソナチネ Op.27-18　/　ダウンタウン・ビート 古田ほづみ

12 A・H　（小６） 　P M.クレメンティ― ソナチネ Op.36-3　第１楽章・第2楽章 古田ほづみ

13 W・S　（中３） 　Vn サン=サーンス 死の舞踏 古田葵 西村奈菜

14 Y・S　（中３） 　Vn P.サラサーテ アンダルシアのロマンス 古田葵 西村奈菜

15 K・Y　（小６） 　P
M.クレメンティ― / Nargo
（M・Y / 古田ほづみ編曲）

アコーディオン：M・O / H・T / Y・T / A・H /　A・M（小６）
古田ほづみ

16 S・Y　（中１） 　P
C.ツェルニー/ J.ウィリアムズ
（本人編曲） 30番練習曲より 第10番 / ジュラシック・パーク 古田ほづみ

17 M・O　（大人） 　Vc G.ゴルターマン チェロ協奏曲 第5番 二短調 第1楽章 清水あゆみ 西村奈菜

18 J・K　（大人） 　Vc G.フォーレ　　 エレジー 清水あゆみ 西村奈菜

19 M・O　（小６） 　P

ブルグミュラー /
アイルランド民謡（松田昌編
曲） 18の練習曲より　空気の精　/　ロンドンデリー（バラード） 古田ほづみ

20 H・T　（小６） 　P
J.Sバッハ /
草川信 (松田昌編曲) インヴェンション第7番  / 夕焼け小焼け（ショパンに寄す） 古田ほづみ

21 Y・K　（大人） 　Vn J.Sバッハ

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番
BWV1004より1番「アルマンド」 古田葵

22 Y・I　（大人） 　Vn サン=サーンス ロマンス　Op.48 古田葵 西村奈菜

　　　～休憩・換気～

　　　～昼食・休憩～

　　　

ソナチネ Op.36-3　第１楽章　/   Paradise has No Border

第 1 部



13:15～15:00　（受付　13:00～13:15）

演奏 楽器 作曲・編曲 曲名 指導講師 伴奏

1 M・N　（小２） 　Vn
Ｗ.Ａモーツァルト
(鈴木鎮一編曲) キラキラ星変奏曲 原田詩穂

M・N（お母
様）

2 Y・Y　（小３） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ① /
F.チャーチル（古田ほづみ編曲） チェロキー・インディアン　/　いつか王子様が 古田葵 古田葵

3 A・N　（小５） 　P
江口寿子 /
Ｊ.ドッド(原田詩穂編曲) ３びきのねずみ　/　ミッキーマウス・マーチ　 原田詩穂

M・N（お母
様）

4 K・K　（小３） 　Vn
文部省唱歌 /
シャーマン兄弟 かりがわたる　/　小さな世界 古田葵 A・K（姉）

5 M・N　（小４） 　Vn 鈴木鎮一 / Ｊ.Ｓバッハ 楽しい朝　/　メヌエット 第2番 原田詩穂 西村奈菜

6 H・F　（小３） 　Vn O.リーディング ロマンス 古田葵 西村奈菜

7 S・K　（小３） 　P ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③ ロンドン橋で踊ろう　/　占い師 古田ほづみ

8 Y・K　（小３） 　P W.ギロック

小組曲 ヘ長調　第2曲 大宮殿 　/　第4曲 糸を紡ぐ人た
ち 西村亜彩

9 N・T　（小２） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③ /
荒井由実

サーカスのクラウン　/
やさしさにつつまれたなら  （連弾） 古田ほづみ

A・T（お母
様）

10 H・S　（小３） 　P ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③ サーカスのクラウン　/　人形のポルカ 古田ほづみ

11 R・O　（小５） 　P ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③ 占い師　/　潮焼けした船長さん 古田ほづみ

12 H・U　（小３） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ④ /
ブルグミュラー バグダッドへの旅　/　やさしい花 古田ほづみ

13 Y・M　（小３） 　P
ブルグミュラー /
A.メンケン

むじゃき　/
「アラジン」より　ホール・ニュー・ワールド（連弾） 古田ほづみ

S・M（お母
様）

14 Y・H　（小３） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③ /
ブルグミュラー アッシュの林　/　アラベスク 古田ほづみ

15 N・U　（小４） 　P ブルグミュラー / 杉本竜一 さようなら　/　ビリーブ（連弾） 古田ほづみ H・U（妹）

16 K・A　（小５） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ④ /
ブルグミュラー 化石　/　バラード 古田ほづみ

17 H・O　（小４） 　P W.ギロック/F.クーラウ 飛翔　/　ソナチネ Op.55 No.3　第1楽章 古田ほづみ

18 K・N　（小４） 　Vn C.ダンクラ パッチーニの主題によるエア・バリエ Op.89-1 古田葵 西村奈菜

19 K・K　（小４） 　Vn J.Sバッハ / C.グノー アヴェ・マリア 古田葵 西村奈菜

20 Y・S　（小５） 　P ブルグミュラー 小さななげき　/　タランテラ 古田ほづみ

21 S・H　（小５） 　P F.ハイドン / S.ヘラー アレグロ・スケルツァンド　/　なだれ 古田ほづみ

　　　

　　　～休憩・換気～

　　　～休憩・換気～

第 ２ 部



15:30～17:00　（受付　15:15～15:30）

演奏 楽器 作曲・編曲 曲名 指導講師 伴奏

1 S・N　（４歳） 　Vn 團伊玖磨 / アメリカ民謡 ぞうさん　/　メリーさんのひつじ 古田葵 古田葵

2 Y・Y　（４歳） 　Vn フォルスト / ドイツ民謡 かげぼうし / よくばりいぬ 古田葵
Y・Y（お母
様）

3 A・H　（４歳） 　P おんがくをはじめよう こうまさん　/　パンやさん 西村亜彩
T・H（お母
様）

4 Y・A　（６歳） 　Vn 渡辺茂 / リトアニア民舞曲 たきび　/　手をたたきましょう 古田葵 古田葵

5 S・M　（６歳） 　P
おんがくをはじめよう　/
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ 連弾① かぼちゃのすきなピーター / かねの塔 古田ほづみ 古田ほづみ

6 S・G　（５歳） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ① /
A.ディアベリ

アヴィニョンの橋の上で /
旋律的小品 Op.149　第2番 西村亜彩 西村亜彩

7 Y・K　（小４） 　Vn G.ヘンデル 合唱「ユダス・マカベウス」より　勇士はかえる 古田葵 古田葵

8 T・K　（小１） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ① /
J.ウィリアムズ（古田ほづみ編曲） ちょうちょ　/　ジュラシック・パーク 古田ほづみ

9 H・K　（小２） 　P ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ① みつばち　/　グリーンスリーブス 古田ほづみ 古田ほづみ

10 Y・Y　（５歳） 　P ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ 連弾① インディアンのおどり　/　しずむ夕日 古田ほづみ 古田ほづみ

11 S・A　（６歳） 　P ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ② おもちゃやさん　/　10人のインディアン・ボーイズ 古田ほづみ
U・A（お母
様）

12 H・M　（小１） 　P ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ② おもちゃやさん　/　フェリーボート 西村亜彩

13 S・O　（６歳） 　P ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ② ホッピング　/　ボーイスカウトのジャンボリー 古田ほづみ

14 K・K　（小１） 　Vn イギリス民謡 / 文部省唱歌 ロンドン橋　/　かたつむり 古田葵 古田葵

15 Y・K　（小２） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③ / 角野寿和
（ヤマハ・古田ほづみ編曲） ハロウィーン　/　365日の紙飛行機 古田ほづみ

16 S・M　（小２） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③  /
バスティン① タランテラ　/　金色のトランペット 原田詩穂

17 S・K　（６歳） 　Vn J.リュリ ガヴォット 古田葵 西村奈菜

18 S・H　（６歳） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③ /
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ連弾① メヌエット / タランテラ / オランダのおみやげ（連弾） 古田ほづみ Y・H（姉）

19 H・A　（小２） 　P
ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ﾄｩ･ﾌﾟﾚｲ③ /
M.クレメンティ― ハロウィーン　/　ソナチネ Op.36-1 第1楽章 古田ほづみ

20 A・T　（小１） 　Vn L.Vベートーヴェン メヌエット 古田葵 西村奈菜

21 K・I　（小２） 　Vn O.リーディング コンチェルト 古田葵 西村奈菜

　　　～休憩・換気～

　　　
第 ３ 部



◆　ミュージック・ツリー音楽教室

◆　コンサート運営・企画

 代表者 古田ほづみ （有）ドレミファソ代表 （ ピアノ講師 )

 講師 古田葵 m.t.pallet代表 （ ヴァイオリン・ヴィオラ ）

清水あゆみ （ チェロ ） /  原田詩穂 （ ヴァイオリン ） / 西村亜彩 （ ピアノ ）

 企画 /  音楽指導

教室講師一同

 運営 ( 舞台 / 受付 / 場内整理 / コロナ対策 ）

M・Y S・T A・O M・S M・H Y・A

S・M K・S C・H K・I C・T

後援会会員の皆様 M・F

 伴奏ピアニスト 西村奈菜

 写真 スタッフ一同  DVD撮影 近畿プロデュース

 ホール 桜井市立図書館研修室１  舞台 講師一同

教室プロフィール



コロナ感染症対策
継続中



ｂ

音楽を生涯親しみ楽しめる教室を運営し人を育て、
だれもが心豊かに生きる地域社会づくりに貢献します

ミュージック・ツリー音楽教室は奈良県橿原市白橿・耳成の音楽教室です。
個性を大切にした丁寧な指導・豊富な音楽行事を通して、4歳～シニアの
方まで世代を超えた生徒さまが音楽表現を楽しんでいます。
一人でも多くの音楽好きな人間が巣立ち、共に音楽を楽しめる事を願って
います。

ピアノ教室

幼児クラスは、楽しくピアノ演奏や音楽理論を学べます。小～中高校生～大人クラスは、演奏テ
クニック＆理論＆鑑賞力＆表現力をバランス良く育て、総合的な音楽力をつける事を目指していま
す。近年は毎年、多くの生徒がコンクール・ピアノステップ・アンサンブル活動に参加、各生徒が
充実した成果を収めています。

ヴァイオリン・ヴィオラ教室

幼児から大人まで幅広い世代・目的に合わせたレッスンを行っております。
演奏テクニックや技術を高めるストレッチと並行して音楽理論や鑑賞力も指導、総合的に音楽表現
力を高めることができます。各生徒が目的を持って当教室に通い、充実した時間を過ごしています。

チェロ教室

子供から大人まで、基礎をしっかり身に付けながら様々な曲を学んでいきます。チェロは大人に
なってから始めても、上達しやすい楽器です。レッスンでは音程やリズムだけでなく、チェロらし
い美しい音色が出せるように指導しています。

入会随時

http://www7a.biglobe.ne.jp/~do-re-mi/lesson-Pf01.html
http://www7a.biglobe.ne.jp/~do-re-mi/lesson-Vn01.html
http://www7a.biglobe.ne.jp/~do-re-mi/lesson-Vc01.html

