
 

プログラム 

1. きらら弦楽合奏団 

（今回の出演者）   幸田葵弥（年中）  伊藤智宣（年長）  藤田芽生（小１)   

 東海林奏恵（小１）小島杏紗（小１）  根本明奈（小１）   垣内菜那（小１） 

 西松遼真（小１）  新井結衣（小２） 小林ゆり佳（小２） 高田珠希（小２） 

森田修平（小２）  宮岡嶺志（小２）  塩澤怜香（小３）   橋本衿佳（小３）  

足立弦都（小３）  佐伯明星（小３）  竹田弘希（小３）  和田壮希（小３） 

江村悠（小４）    垣内はる菜（小４）福与星奈（小４）  野口英敏（小５） 

佐伯昂星（小５）  鈴木美羽（中３）  羅悠飛（中３）     伊東咲耶（高３） 

 

1.猫ふんじゃった/作曲者不明     2.モルダウ/スメタナ  

3.天国と地獄/オッフェンバック     4.カントリーロード/ジェームス・テイラー 

5.となりのトトロ/久石譲       6.里の秋/海沼実 

7.チョップスティック/アメリカ民謡  8.カノン/パッフェルベル  

9.きらきら星変奏曲/フランス民謡 

 

コロナ禍で約３年定期練習がほぼ出来ない状態が続きましたが、今年の夏は河口湖で 

合宿を行う事が出来、沢山練習しました。 

新しいメンバーも増え、一生懸命練習しましたので、どうぞお聴きください。 

 

10 分休憩 

 

2.  藤田芽生           

前奏曲とアレグロ            クライスラー 

この曲とブルッフの協奏曲を弾く日を夢見て、ヴァイオリンを習い始めました。 

前奏曲の出だしの部分をかっこよく弾きたいです。 

始めのメロディが 2 回出てくるところは、気持ちを変えて、 

フォルテとピアノとがんばって弾きわけたいです。 

伴奏が長いトレモロになるところが、どこを弾いているのかわからなくなって 

しまい、難しかったです。それが終わった重音のところが、かっこよくて、 

一番大好きです。  

 

 

 

3.  垣内はる菜       

アレグロブリランテ            テンハーヴ 

テンハーヴはオランダで 1831 年の 8 月 12 日に生まれた作曲家であり、 

ヴァイオリニストです。少なくとも 40 曲は作っているそうです。 

アレグロブリランテは息子に捧げられた曲で、テンハーヴの最も有名な曲です。 

この曲は、「快活に速く、輝かしい、華やかな」という意味があります。そのように、 

場面がいろいろ変わります。その部分を弾き分けていきたいです。 

アルペジオの移動も注目してください。また、重音がたくさん出てくるところがある 

ので、その音程に気をつけて弾きたいと思います。 

 

4. 塩澤怜香      

コンチェルト３番１楽章（カデンツァ/フランコグッリ） モーツァルト 

この曲は、5 曲あるヴァイオリン協奏曲のうちの３番目で、最初の成功作といわれて 

います。モーツァルトはオペラが好きで、冒頭でオーケストラのやるメロディは 

この曲を書いた数ヶ月前に書き上げた「牧人の王」というオペラの第三曲のアリア 

「穏やかな空気と晴れた日々」の前奏部分から転用されたものです。 

私が年長のときに弾きたかった曲の中の一つで、そのときに聴いていたのが、 

パールマンの演奏でした。この曲ができて嬉しかったけど、譜面上よりやるとなると 

難しくて、最初は大変な技術などは入っていないように思えたけど、技術がないと 

できない曲なのだと分かりました。私が好きなところは、中盤の心が安らぐような 

優しいところです。でもこれを表現するのは難しいです。 

この曲を聴くと、スカッとするので、皆さんにも心がスカッとできるような演奏を 

したいなと思っています。 

 

5. 伊東咲耶     

コンチェルト１番１楽章      プロコフィエフ 

ヴァイオリン協奏曲第 1 番は 1917 年プロコフィエフ 26 歳時に完成しました。 

ロシア革命の影響で初演の予定が流れ、1923 年パリで初演したものの評判は 

芳しくなく失敗。翌年シゲティの演奏によって評価が一気に高まりました。 

今回演奏する 1 楽章は、夢の中でたゆたうように穏やかに始まります。 

だんだん激しくなり、暴れるような野生的なリズムが登場、そしてまた夢の世界に 

溶けるように消え去ってゆく…プロコフィエフ独特の不思議な旋律が魅力的です。 

行きつ戻りつする「静」と「動」の世界を対照的に表現できたらと思います。 

 

 

 



6. 野橋海有      

ソナタ３番  全楽章       ブラームス 

この曲は、ブラームスが室内楽作品を集中的に手掛けた 1886-88 年の夏、 

スイスの避暑地トゥーンにて作曲されました。 

この時期彼は、シンプルな旋律や形式から叙情性を引き出すことをテーマに 

していましたが、それがよく表れていると感じられる名曲です。 

途中友人の死を経験して完成されたこの作品は、自身の歌曲を用いた他の 2 曲の 

ヴァイオリンソナタの暖かい雰囲気とは異なり、短調の響きが印象的です。 

彼のソナタの中では唯一の 4 楽章構成ですが、緊迫感のある両端楽章と 

幸福感に満ちた中間楽章との対比が魅力的です。 

全体を通して聴くと、人生を回顧しているように感じられるこの曲のスケールの 

大きさを意識して演奏したいと思います。 

 

7.  菊川穂乃佳     

ソナタ イ長調 全楽章     フランク 

フランス系作曲家のフランクが晩年になりはじめて手掛けたヴァイオリンソナタ、 

フランクにとっての最高傑作であり、室内楽作品の分野でも広く知られる名曲である。 

フランクの作品を解釈するにあたり重要となるのは、彼が生涯の大半を教会オルガニ 

ストとして過ごしたこと。緻密な構成、重厚感、神秘感のある和声作り、動機の散り 

ばめ方、どれも彼のオルガニストとしての目線から生まれたものであり、他のソナタ 

では見ることのできない多くの特徴を有している。さらに特筆すべきは全楽章を通し 

て同一の主題、メロディを使用する「循環形式」。楽章間での統一をはかることで 

緊密感が維持されながらも、それぞれが豊かに展開し、各楽章に多彩な性格付けが 

なされている。どこか神秘的な洞窟の中にいるような気分になったかと思えば、 

激しく感情をあらわにする場面に遭遇する。心の痛みを深く訴えたかと思うと、 

幸福感に満ち溢れる。古典的な佇まいとロマンの共存、そして全楽章にわたって 

宝探しのように散りばめられたモチーフの数々は、幾度となく聴き手の心を掴む 

作品である。 

 

ピアニスト 

浅野貴美子（あさのきみこ） 

東京藝術大学卒業。 

第 49 回全日本学生音楽コンクール東京大会小学校の部奨励賞。 

第 53 回全日本学生音楽コンクール東京大会高校生の部第３位。 

これまでに西田理恵、福岡幸子、加藤伸佳、角野 裕の各氏に 

師事。室内楽をはじめ、多岐にわたった演奏活動を行なっている。 
 

 
 

プロフィール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  きらら弦楽合奏団 

子供達にも音の重なり合う楽しさを。そして、皆で音楽を作る喜びを感じてもらおうと、 

元 NHK 交響楽団第一ヴァイオリニスト窪田茂夫・寿子夫妻が 1998 年にキッズ 

アンサンブル『きらら合奏団』を結成。 

幼稚園から高校生まで、幅広い年齢層の子供達から成る合奏団です。 

月 1 回の定期練習のほか、春や夏には合宿・演奏旅行等も行っており、縦の繋がりや 

交流も大切にしております。団員募集中です。 
 

きらら合奏団専属ピアニスト   

臼木麻祐子（うすきまゆこ） 

東京音楽大学及び東京音楽大学大学院修了。 

在学中、JT 主催「 期待の音大生によるアフタヌーン 

コンサート」、オーディション選抜学生による学内演奏会 

等に出演。ル・ブリアン・フランス音楽コンクール入選。 

第 40 回コンセールヴィヴァン新人オーディション合格。 

2014 年霧島国際音楽祭ピアノマスタークラス(ピアノソロ、室内楽)修了。 

大学院修了時より３年間、東京音楽大学にて伴奏研究員を務める。 

2022 年、第 4 回 BOF Opera studio in Japan、第 14 回オペラセミナー農楽塾修了。 

樋口達哉のオペラ『道化師』稽古ピアニスト、井上道義 新作ミュージカルオペラ 

稽古ピアニスト(予定)。 

 



1.          藤田芽生（ふじためい） 
 

3 歳よりヴァイオリンを始める。 

第 14 回国際ジュニア音楽コンクール第 1 位。 

好きな曲は、ヴィエニアフスキーのスケルツォタランテラ、 

ブルッフの協奏曲。現在小学校１年生。 

 

 

2.         垣内はる菜（かきうちはるな） 

４歳よりヴァイオリンを始める。 

第 13 回国際ジュニア音楽コンクール B 部門第５位。 

第 15 回国際ジュニア音楽コンクール C 部門第３位。 

現在小学校４年生。 

好きな作曲家は、同じ誕生日のベートーヴェン。 

 

 

3.         塩澤怜香（しおざわれいか） 

3 歳よりヴァイオリンを始める。 

第 39 回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール小学生の部 

第 2 位。第 11 回・第 12 回ハマの JACK 金の卵を探しています 

オーディション 2 年連続本選出場。 

第 38 回かながわ音楽コンクール小学校低学年の部最優秀賞、 

神奈川県民共済賞(特賞)。現在小学校３年生。 

 

 

4.          伊東咲耶（いとうさや） 

3 歳よりヴァイオリンを始める。 

エコール・ジェラール・プーレ第 6 期生。 

第 70、72、73、75 回全日本学生音楽コンクール東京大会入選。 

第 40 回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール高校生の部 

1 位。第 6、12、14 回国際ジュニア音楽コンクール 1 位。 

第 59、67 回鎌倉市小・中・高学生音楽コンクール 1 位、 

第 67 回総合グランプリ。早稲田実業学校高等部 3 年在学中。  
       

 

5.             野橋海有（のはしみゆう） 
 

5 歳よりヴァイオリンを始める。 

これまでに堀内かおる、窪田寿子、窪田茂夫の各氏に師事。 

現在、桐朋学園大学音楽学部にて久保田巧氏に師事。 

 
 
 
 

6.        菊川穂乃佳（きくかわほのか） 

第 16 回クロスター・シェーンタール国際ヴァイオリンコンクール 

優勝、あわせてヴィルトゥオーゾ賞を受賞。 

第 9 回レオポルト・モーツァルト国際ヴァイオリンコンクール 

審査員特別賞を受賞他数々の国内コンクールにて優勝、 

また入賞をはたす。 

これまでに浜松交響楽団、藝大フィルハーモニア管弦楽団他と 

共演。また室内楽にも積極的に取り組み、ザルツブルク＝モーツァルト 

国際室内楽コンクール 2019 において第 1 位受賞。 

ウェールズ弦楽四重奏によるウェールズ·アカデミー在籍中。  

2022 年アスペン音楽祭に奨学生として推薦され参加。 

茨城国際音楽アカデミーin かさまにおいてかさま国際音楽賞、 

ミュージックアカデミーin みやざきにて優秀賞受賞。 

ドイツ・クロンベルクアカデミーにおいて、オーディション合格。 

他数多くのアカデミーに参加。福島育英会奨学生、2020 年度青山音楽財団奨学生。 

エコール・ジェラール・プーレ第 3・4 期生。 

これまでに鈴木亜久里、窪田茂夫、玉井菜採、漆原朝子、ドン＝スク・カン、 

徳永二男、堀正文の各氏、室内楽を松原勝也、山澤慧、鈴木慎崇、西野ゆか、 

市坪俊彦、萩原麻未の各氏に師事。 

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て同大学を首席で卒業。 

卒業時にアカンサス音楽賞及び三菱地所賞を受賞。 

また学内にて福島賞、安宅賞を受賞。 

現在東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程 1 年在学中。 

 

 


