


ごあいさつ

勉学の場が守られた環境を離れた後も音楽を続けることは、誰

でもできそうですが実は大変なことです。女性の一生には様々

な節目があります。どうしても練習の時聞がない、あるいは練

習の時間はあっても発表の場や勉強の場がなくなることもあり

ます。仕事、結婚、出産、子育て、介護、そのどれをとっても

正面から取り組まなくてはならない人生の局面です。

音楽はつらいときにこそ、自分に音楽があってよかった、と思

えるものです。どんなときも音楽が寄り添ってくれているよう、

そういう環境を自ら作り続けていただきたいものです。

ご来場の皆様、本日はお運びいただき有難うございます。

音楽を求め自己を磨き続ける卒業生たちに、今後とも暖かい

エールをお送りくださいますようお願い申し上げます。

フェリス女学院大学音楽学部

戦限立神粧子

第一部

津田紀子 ピアノソロ(57回)

ボル トキエヴィチ
S. Bortki創刊日

ヒナステラ
A. Gi"astera 

ピアノ ・ソナタ第 I番 ロ長調 op.9より第2楽章
Sonata!or Pia，1O No.l H-dur， op. 9 Mvt， 11 

クリオージョ舞踏組曲 op.15
Suite de danzas Crio/las op. 15 

森永美穂 ソプラノ(48回)&尾藤万希子ピアノ (51回)

シュトラウス

R. Strauss 

r8つの歌JOp. 10より
"Acht Lieder" ，op. 10 

「献呈J (詩へルマン ー7方ンギルム )Zue包numg

「何もJ (詩へルマンフォンギルム )Nichts 

「夜J (詩ヘルマン ・7方ン ・ギルム )DieNacht 

「万霊節J (詩へルマン アポン・ギルム)A /lerseelen 

山田耕符 『風に寄せてうたえる春の歌』より(詩 三木露風)

「育き臥床をわれ飾る」

「君がため織る綾錦」

「光に顔ひ日に舞へる」

「たたへよ、しらベよ、歌ひつれよ」

新田裕里子 ピアノソ口(61回)

フランク
C. Franck 

前奏曲、コラールとフーガ ロ 短 調
Prelude， chorale et fugue， h-mo/l 



第二部

小泉美千代 (44回)&金子明子 (43回)ヴィオラ ・ダ・ガンバ二重奏

サン ト=コ ロンプ

Sainte-Corombe 

クープラン

F. Couperin 

中川葉音 オルガン(57回)

ベーム

G. Bohm 

モーツアルト

w. A. Mozart 

プクステアーデ

O. Buxtehude 

コンセール第 44番 「哀 しみの トンボー」

XLIve Concert "Tombeau Les Regrets" 

『趣味の融合』第 12番

Douzieme Concert a deux Violes du "Les Gouts Reun;s" (1724) 

(---) 

Badinage 

Lenternent. et patetiquement 

Ai， 

「大いに喜べ、 おお、わが魂よJ による変奏曲より

1，2，4，7，9，11，12番

Parlita“Freu dich 5eh九omehle Seele" Nr. 1，乙4，7，9，/1， 12 

アンダンテ へ長調 K.616

Andante F・Our，K. 616 

プレリュード ト短調 BuxWV149 

Prae/udium g-moll， BuxWV 149 

第三部

福井早枝子 &石井きょう子 (32回)二重唱&熊本美也子ピアノ (17回)

チJレコット

B. Chilcott 

タイルター

R. Quilter 

キール

F. Kee/ 

「百合と諮磁J (詩不詳 16¥世紀イギリス)

“Theliかandthe rose" 

「もう泣かないで、悲しげな泉よJ (詩不祥 16世紀)

“Weep you no more. sadfountains" 

「弔鋭J(詩ウィニ7レγ ドタスカー)

The Passing Be[[" 

r~に落ちた若者と彼の恋人J (詩ウィリアムシェイクスピア)

"It was a [over and his lass" 

「ぽつぽつ模様のへびさんたちJ(詩ウィリアム ーシェイクスピア)

“You spotted snakes" 

井手沙耶花ピアノソ口(53回)

ショパン

F. Chopin 

ドビュ ッシー

C. Oebbusy 

ロンド(序奏と ロンド)変ホ長調 op.16
ROlldo Es-Our， op. 16 

前奏曲集第 1:集より

Preludes Uvre 1 

第 3番「野を渡る風」 “'Levent dans la plaine" 

第 7番「西風の見たもの」 “Cequ'a vu le vent d'ouest" 



[jJ~ゐ
津由紀子 ピアノ (57回}

フェリスk学院大学音楽学部総楽学科卒業。{I学中から主に施設で演奏活

動を行う。米国滞在中、ヤマハ JOCにてナショナルオーナーズを受賞、

全米ジャンボ リーに捌かれ山泌。翌年レパ ートリー部門 で人選。

U.S.JapanExpo等多数日i前。現在は自宅教室で個人指導を行う。これま

で坂上忍、カエ・ブラック、渋谷るり子、安倍菓子、小林間子各氏に自iliTJ.。

出演古せて頂けるととを鰭しく恩います。心を込めて演奏致します。

森永美穂、 ソプラノ (48回)

アェリス女学院大学賞楽学部声楽科及び大学院音楽研究科修了。二JUI会オ

ペラ研究所47J!lJ "7スタークラス修了。1)卜ミ ック日「先センター益成校ディ

プロマ B 取得。 これまでに芳野宮市夫、田中奈美子、大品幾雄、 ~Jt泡IVJの各

氏に師事。現在はかi奏活動の他紙とリトミックによるコンサー トを主宰。

ShuShllMllSic代表。戸豚こばと幼稚l剖リト ミック教室講師。二期会会員。

思い出の詰まったフェリスホールで歌う機会を与えてくださった渡透明先

生、 Fグルーフの皆様に心より感謝申し上げます。

尾藤万希子ピアノ (51回)

京都市立腕川高等学校音楽科(現・京都明m川官楽高等学校)卒業。フェリ

ス女学院大学音楽学部を綬て岡大学院音楽師「允宇}修士課程および研究生修

了。2008fド、自主仏。パ リ凶際芸術部¥[1，(Cile Inlernationale des Arls) 

本学ア トリエに滞在。帰国後は室内楽、伴奏ピアニストとして活動してい

るロピアノを藤lfI鈴、 ffl子 ・ザイラー、エルンス ト・ザイラー、!.日場有1J!t、

高良万枝、 II~;\山吉ち子、制由紀子、 ジャン~"7リ ー・コテ、伴奏法を立与l帽子、

ジャン=ミァシェル ・ルシヤールの各氏に師事。

新田裕里子ピアノ (61回)

東京都立聖書術高等学校を経て、フェリス女学院大学を半業、同大学院修了。

2000年カウベノレピアノコ ンクール長岡敏夫賞、第7恒!日本演奏家コンクー

ル高校生部門特5JU1't、ほか受賞。2006lloオーストリア国際室内楽フェス

ティパル参加、同コンクールソロ部|勺入賞。在学中、「オーケス トラ協百，i1

のタベJ他、出演。山口幸子、凶川秀人、日1村安佐子、桶両国YJの各氏に削l事。

現在、フェリス女学院大学音楽学部非常勤日11子を勤めながら側鎖をつむ。

オルガニス卜として活躍し、オルガン曲も多く残したフランクの作品を、

ζのフエリスホールで演奏古せて頂くととができ、大変嬉しく思います。

小泉美千代ヴィオラ・ダ・ガンパ (44回)

7ェリス女字院大学音楽学部楽剛!学科事業。優秀賞受賞。音楽学を秋|瑚防、

作 1111 を土IH~介、ヴィオラ ・ ダ ・ガンバを割l'戸愉樹美の各氏にr:iIi事。 本学

非常勤liiU手を経て現在オープンカレッジにてアシスタン トを務める。

金子明子ヴィオラ・ダ・ガンパ (43回)

フェリス女学院大学音楽学部楽理学科卒業。同大学テ'ィプロマコース作Ilh

専攻修了。音楽学を立与l'粧子、作1111を附尚雄興、水!IlH也、ヴィオラ ・ダ

ガンバを神戸愉樹美の各氏に師事。

人の声に量も近い音色と言われるヴ‘ィオーlレ。歌、さ古やき、ため息も奏

でられたら…と思います。嘆きの声を思わせるフレーズから始まる 「哀し

みのトンボー」。 トンボーは墓を意味する哀悼の音楽です。哀しみのトン

ボー~葬送の鐘~カロン (ギリシア神話における冥界への渡し守)の呼び

声~涙~天上の楽園~涙と、表題が記されて曲がすすみます。



中川葉音 オルガン (57回}

アェリス女学院大学音楽学部撚楽学科卒業、岡大学院修士課程骨量楽専攻修

了、音楽研究科研究生修了e 学部在学中に、プレーメン芸術大学へ交換留

学し日f1闘を積む。院在学中には、「オーケス トラ協演のタベJにて神奈川フィ

ルハーモニー管弦楽団と共品，Ii。オルガンを宮本とも子、宇内千附、三浦は

つみ、早品万紀子、 HaraldVogel各氏に師事。日本基管教団型ヶ丘教会

オルガニス 卜、13本オルカeニスト協会会員。

在学中ず、っと弾かせていただいていたフエリスホールのパイプオルガン

で、再び演奏できることに感謝いたします。

福井早枝子 ソプラノ

北海道教育大学札脱校特設音楽科卒。辻行f子、 加l納情郎、雨貝尚子の各氏

にfliji事。新人音楽会、横浜市民広IIU泌奏会、戸嫁クラシックコンサートの

オーディションに合椅、各かi奏会に出演。サントリー小ホール、神奈川県

民小ホール等でジョイン トリサイタル。カンタータのソリス トとしてアメ

リカ公泌。1'1本証ii奏家コンクール第3位。

とのコンサー卜で歌う機会を頂き、とても嬉しく感謝しております。

石井きょ う子 メゾソプラノ (32回)

アェリス女学院短期大学音楽科卒業、専攻科、 研究生修了、修了後五年r.1l

r.i11手を勤める。その問、県立音楽堂新人演奏会、フェ リスコンサー ト、そ

の他サロンコンサー トなど1:11掛i。近年ではコンセール 241でデュエッ ト

で賛WJ:Jld.iI。

最初に、 Fグループコンサートに出演させて頂いた時は、まだフ工リスホー

ルはなく、ヤマハサロンでした。副手をしておりました時、先生方とヴォー

リズ建築事務所の方が何度も打ち合わせをされていたホールで歌う機会を

頂き、感無量です

熊本美也子 ピアノ (17回}

アェリス女学院短期大学音楽科卒業、同専攻科修了。三宅洋一郎、安川力11

寿子、菅野洲の各氏に目前事。インディアナ大学、ウィ ーン、オビドスで研鎖。

日本7イル、新日本7ィルと協出iするなど演奏活動の一方、同次脳機能陣

告へのピアノ レッスンを長年実践している。横浜音楽文化協会会員。

井手沙耶花 ピアノ (53回)

アェリス女学院大学、大学院修士i課程修了後、ルガーノ音楽院にて大学院

修了、及び教職課程を取得、終了泌奏では満点で卒業。神奈川フィルと共ilii、

ルイジノノl王11波音楽コンクール第 2位(最高位)トリノにて入賞リサイタ

ルImm，等多数受1'to また、中島理HYi証、 IlJl河桜子、 川予|綾子、 岡村安佐子、

ノラドアッロの各氏に師事。201551ーまでルガーノ音楽院大学伴奏ピアニ

スト、ピアノ誠師。現干iは、大分県立芸術文化短期大学音楽科ピアノ前奏員、

およびイタリアiilf諮問i。

今回フェリス卒業生の一人として、フェリスホールで演奏で、きますことに

大変感謝しております 皆さんに楽しんで頂けるような演奏が出来たらと

思っております。






