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Part１
☆ 山本修三 Shuzo Yamamoto
カバレフスキー 小さな歌・かわいいポルカ
行進曲風に・小さなスケルツォ おかしなでき
ごと ギロック おもちゃのアヒル
☆ 緒方小夏 Konatsu Ogata
ギロック スクエアダンス・パリの花売り少女
☆ 児玉蒼 Aoi Kodama
ベートーヴェン ソナチネ No.5
☆ 緒方二千弥 Nichiya Ogata
バッハ 主よ人の望みの喜びよ
☆ 山本兼三 Kenzo Yamamoto
カバレフスキー ギャロップ・道化師
☆ 高木龍 Ryu Takagi
メリーさんと羊さん
☆ 鈴木彩珠 Ami Suzuki
ギロック バロックスタイルによる小組曲
ディアベリ ソナチネ Op.151 No.2 第１楽章
☆ 三島楓子 Fuko Mishima
ベートーヴェン エリーゼのために
☆ 広澤瞳 Hitomi Hirosawa
ベートーヴェン ソナチネ No.6
☆ 松永さくら Sakura Matsunaga
ドボルザーク ユーモレスク
☆ 広澤愛美 Manami Hirosawa
ドゥシェク ソナチネ Op.20 No.1
☆ 内藤雄太 Yuta Naito
モーツァルト ソナタ k.545 第１楽章
☆ 古川真理子 Mariko Furukawa
クレメンティ ソナチネ Op.36 No.6
☆ 弓削さくら Sakura Yuge
ハイドン ソナタ ハ長調 第１楽章

Part２
☆ 内藤雄太 Yuta Naito
湯山昭 いいことがありそう！
☆ 山本修三 Shuzo Yamamoto
A.L.ウェーバー「キャッツ」より
スキンブルシャンクス
☆ 緒方小夏 Konatsu Ogata
「白雪姫」より ハイホー
☆ 児玉蒼 Aoi Kodama
コブクロ 蕾
☆ 緒方二千弥 Nichiya Ogata
ジョブリン エンタテイナー
☆ 山本兼三 Kenzo Yamamoto
ガーシュイン ラプソディーインブルー
☆ 高木龍 Ryu Takagi
鉄腕アトムのテーマ
☆ 鈴木彩珠 Ami Suzuki
久石譲 となりのトトロ
☆ 三島楓子 Fuko Mishima
久石譲 人生のメリーゴーランド
☆ 松永さくら Sakura Matsunaga
A.L. ウ ェ ー バ ー 「 オ ペ ラ 座 の 怪 人 」 よ り
MASQUERADE
☆ 広澤瞳 Hitomi Hirosawa
YUI
Good-bye days
☆ 広澤愛美 Manami Hirosawa
川嶋あい 旅立ちの日に・・・
☆ 弓削さくら Sakura Yuge
絢香 手をつなごう
☆ 古川真理子 Mariko Furukawa
湯山昭 お菓子の世界 バウムクーヘン

◆

◆ 遠藤理香 Rika Endo
ショパン エチュード 木枯し
F. F.Chopin Prelude Op.25-11

◆
◆

〜intermission〜

