


fグループが今年ちコンサ トをnllされると のことで、大変協し

〈1iiいます。

卒業された後も4白んで米られた ご研鈴の成以が、.JH い音色と

なってひぴ〈のを楽しみにさせていただきます。

今後ちますますよい御活躍をなされますよう、お折りいたします。

フェリス女 r院kl』 j主 的 竹 i明

* 11はお忙しい中 Fグループのコンサー卜にお越 しドさいま L

て、ありがとうございました。

，(1:"';':111は、先供万からたくさんの77楽教育を受けた在、述 b、卒業

したその瞬間から 1'1分の頑と心で古楽を求めなければなりません。

本吋の 7'i'~の勉強lI1 こニから出発すると思っ ております。

Fグループは、その様な同窓生遠のお役に少しでも内ちたいと

tlっております。

ノト 11H-*r出の 5人の方々 も、 生懸命がんばっております。どうぞ

これか らも泌媛をよろしくお願い致します。

F グル ー プ



フ。 口 グ フ ム

ピアノ独饗 飯塚 雅 (461111生)

シューマン シンフォニックエチュード 作1日13

独 唱 中村友香 川111Ft) 伴奏 小野綾子 (46IJI1'1~ )

ピアノ独奏

独 唱

ピアノ独奏

ヴオノレフ 「ヴイノレヘノレム ・マイスター」より

リ

語れとはレわないで

ただあ こがれを知るだけが

担、を夫伎の姿のままに L、させて|、さい

あの国を ご存じですか

小 島奈美 (46恒1'1')

ス ト スペイン狂詩曲 S.254

きゅうけい 一一一

森 康 子 (251叫生) 伴奏 片野敦子 (34川町

'1'111 古:，!(i: r円本のおもちゃうた」より

あねさまにんぎょう

ヨーヨー

お手玉とおはじき

海ほうずさと少年

竹とんぽ

おまつりはどこ

紙風船

'11m "{("立 おやすみなきい

北 原 葉 子 (391"1生)

モーツアルト ソナタ 変ロ長調 K.V.333

J Allegro 

11 Andante cantabile 

III AlIegretto grazioso 



飯塚 雅 (制6仲l字)

フェりス !J:..''f院大戸古楽ιF部器楽科字輩。イl戸l'、てれ内楽 オーケストラのタベにJ11Ml。また

卒j::，;己主出*全 神奈川県江音楽';t，:(於ける革681凶IWr人出会会に，'1'';則。出生 フェリス女子院

大 Fテ4プロマコース、フェリス古楽教手議師。 三閣正樹 木村倣 様変y;，樹、河野Jじ 小林

間 fの件師に師が。

彩、がピアノを始めたのは H 。つまり、ピアノと相、のつきあιはかれこれ20年仁もなるわけです。向て-fh 年rI/

このJ[¥l ぉ JL，ぴったり占訂役介したこともあるし 弘が相手に汁して反抗的になったこ tも 。今日のス テー

ジで お11.1.、日忠光合したところそお見せ(お聞かせ， Iできたら臨しいです。

中村左香 (046InI字)

フュリス火山4大717i県i''i'市;Y41楽科字J!.イ'[':"1''1
'
，"{内特別出必会にて宅内米やオ ケストラ

U I、泊。字1佐"己主出会会仁川出。二t賞受世。串67[u)~i'b'é新人泊安全に/l'，出。 第68凶横浜 I Ii新

人出奏企にliV九千川ぷ f 秘iiItyZ七、佐..ひきらの?字削に師市。引イl、フェリス fr..''f院大子

音楽 F部ディプロマコース 二期会オペラスタジオ辛口則に化学，j'0 

今日演奏するヴオルフのntVI は ゲ テの.j.¥によるものです。以川 川じ歌刊によるンュ マンの1¥'品をゆt奏し

て以来 ぜひずオルフの作品を Fびた Lと思っていました。ここに捕かれている少久ミニヨン句協れ、強〈もは

かなげな心を占裂できればと思っています。

小野綾子 (作会芯)

フェリス k:'j:院大正門う~Y?羽; 器楽刊本~o 出 19[[IJ ，;)'b'(; 1 j'郎新人法奏会11¥摘。第 7[I~l 全日本ソリ

ストコンテスト人退 Jlr.i散時凶奏企11¥i則。ピアノを佐野恕竹内田 f リューポフチモフェー

ユワ、 ド野紀 i 伴4さととを立神俳析のf<r!J:.史に帥}jhf児約、 フェりス'"学院大ーず非?fi助副手、

[， ~J大戸デイプロマ楽却炉研究会伴奏咋攻にイl 時。

小島奈美 (第46ドl卒)

フェりス !J:.'"'f院大(.古楽下部総楽河キ宇主。 4白;:;'11，r室内楽のタベ」にIt出。神奈川県立音楽

堂に計て 068J!!1械liftIH新人出会会に，'¥'，r!点。名Ili同支部Fグノレ プ aれっし ωコンサートにIU摘。

凹村 u佐(1，に川 I~o

す<:j:: Lて下勾がたちました。今ではもフ、大干の試験さえ 伝つカし(!書じます。

奏する作品は 私がずっと七童れていた曲です。 情やカな中にも Eこカ抗愁を帯びています。今[11ま
れのI!!lを、このよフな機会に出必できる点びをかみしめ 位謝のitt持ちを込めて出奏欽します。

森 康子 (担25[IJ)1'.) 

今[i'J 抽

そんな十事

フェリス火が院制期大(音楽 Ftuy句集科卒業。 二刷会オペラスタジオ修了。二削会新illi古楽家

のタベ、モーツアルトサロンコンサート 二刷会フレッンユコンサートなどに出出 その他作

地のスクールコンサートな E にも参加。 波辺lリl、戸川位チの伴氏に帥'J~。

ノト11 この出安全で布、の大好きな 'jqn占直先生の『日本のおもちゃうた」を歌うニ tがtb米

て tても幸せにおもっております。 また、このような機会をりえて下さったことぞ c，より感謝L たします。

片野敦子 (伴奏折)

フェリス !J:.7院ni期A下山梨科字並 I，;J ，II-J文科 研究科修了。故三宅;-r一郎氏に師事。l¥!'L古

楽主新人出奏会戸尿クランツクコノサ ト 輸出市民コンサ ト、繍1兵芸術館グラン ドギャ

ラリ コ〆サ トヲ与にJii摘。呪I'¥:音楽成仁於て、岡ib稚興[，作 1111..少の喜""を ~lJfM フェリス

ホールにてジョイン トりサイタルo IJt{1 帯梨 戸楽 合陥芹の伴*者として治問。

北原葉子 (抗39刑 判

フェリスk学院恒期大佐訂楽干}字主 1，，]大744攻科修 f。読売新聞社祈人出発会 神奈川県立

音楽同維がj新人音楽会竿にJ114則。1992午 前 f バリのエコールノルマル スイスジユ有 一

プのコンセルパトワ ルで研盟会梢む。帰IJJ後リサイタルを行う 。独奏 。伴奏等で活出。"，同

優 f、古川!"必 f エドソ/，エリアスの谷氏にF.lJi'J~o 

現在 フェリス女 F院大ド音米〆郎防I;f-、点Jj'..昔前大戸声楽科伴奏曲子。

モーツアルトのソナタ K.V.333は耳 3楽章に協奏Jllr(I"Jなロンドをもっ市雌なしかし優雅さをたたえた仰です。




