
1 ソロ シューベルト 即興曲 Op. 90-4
2 ソロ バッハ 主よ、⼈の望みの喜びよ

ドビュッシー 『ベルガマスク組曲』 より 第3曲 「⽉の光」
リスト 『愛の夢』 S. 541 より 第3曲

4 ソロ ショパン エチュード Op. 25-11
5 ソロ ショパン バラード 第1番 Op. 23
6 ソロ ショパン マズルカ Op. 59
7 ソロ メンデルスゾーン 幻想曲 Op. 28 「スコットランド・ソナタ」 より 第1楽章
8 ソロ メンデルスゾーン ロンド・カプリチオーソ Op. 14
9 ソロ ストラヴィンスキー ペトルーシュカからの3楽章 より 第3楽章 「謝⾁祭の⽇」

Pri.
Sec.
Pri. Glory Moment
Sec. On y va!

Pri.→Sec. オムニバス ＝ 河⻄ 桜助 ジブリメドレー
Sec.→Pri. レ・フレール ＝ 河⻄ 桜助 Club IKSPIARI
Pri.→Sec. アラン・メンケン 美⼥と野獣
Sec.→Pri. ジミー・ドッド ミッキーマウス・マーチ
Pri.→Sec. ハチャトゥリアン 『仮⾯舞踏会』 より 「ワルツ」
Sec.→Pri. チャイコフスキー 組曲 『くるみ割り⼈形』 Op. 71a より 第5曲 「中国の踊り」

Pf.
Vc.

YOASOBI 群⻘
久⽯ 譲 ⼈⽣のメリーゴーランド

17 ソロ ショパン ピアノ協奏曲 第2番 より 第3楽章
ショパン 即興曲 第3番 Op. 51

シューベルト ハンガリー⾵のメロディ D 817
19 ソロ バッハ 『インヴェンション』 より 第13番 BWV 784

ベートーヴェン ピアノソナタ 第21番 Op. 53 「ワルトシュタイン」 より 第1楽章
ショパン エチュード Op. 25-11

ドビュッシー 『映像 第1集』 より 第1曲 「⽔の反映」
ショパン ポロネーズ 第1番 Op. 26-1

22 ソロ ブラームス 『6つの⼩品』 Op. 118 より 第2曲 「間奏曲」
23 ソロ サン＝サーンス ＝ リスト 死の舞踏 S. 555

Pri.→Sec.
Sec.→Pri.

Ter.
Pri. ドヴォルザーク 『スラブ舞曲集 第1集』 Op. 46 より 第5曲
Sec. モーツァルト 4⼿のためのピアノソナタ K. 381 より 第1楽章
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Ten. 薔薇
Pf. 最後の⼝づけ

ショパン 『24の前奏曲』 Op. 28 より 第4番、第15番、第20番
吉松 隆 『4つの⼩さな夢の歌』 より 第3曲 「秋：11⽉の夢の歌」

ショパン 幻想即興曲 Op. 66
Yiruma RIVER FLOWS IN YOU

ファリャ 『恋は魔術師』 より 「⽕祭りの踊り」
リスト 『パガニーニ⼤練習曲』 S. 141 より 第3曲 「ラ・カンパネラ」

32 ソロ ベートーヴェン ピアノソナタ 第17番 Op. 31-2 「テンペスト」 より 第3楽章
33 ソロ ベートーヴェン ピアノソナタ 第8番 Op. 13 「悲愴」 より 第1楽章
34 ソロ ショパン アンダンテ・スピアナートと華麗なる⼤ポロネーズ Op. 22
35 ソロ ショパン 幻想即興曲 Op. 66
36 ソロ スクリャービン 幻想曲 Op. 28
37 ソロ ショパン 幻想曲 Op. 49

第1部
10：00
〜

11：15

3 ソロ

早⽴合同演奏会2022
於：清瀬けやきホール

2022年7⽉2⽇（⼟） 開場：9:45 開演：10:00

第2部
11：20
〜

12：25

10 連弾 中島 みゆき ⽷

11 連弾 レ・フレール

12 連弾

13 連弾

14 連弾

ショパン 序奏と華麗なるポロネーズ Op. 3

第3部
12：30
〜

13：50

16 ソロ

18 ソロ

15 アンサ
ンブル

20 ソロ

21 ソロ

第4部
13：55
〜

15：00

24 連弾 ラフマニノフ
『6⼿のための3つのピアノ作品』 より
第1曲 「ワルツ」、第2曲 「ロマンス」

25 連弾

26 連弾 ラヴェル 『スペイン狂詩曲』 より 第2曲 「マラゲーニャ」、
第4曲 「祭り」

27 連弾 ハチャトゥリアン 『仮⾯舞踏会』 より 「ワルツ」

30 ソロ

28
アンサ
ンブル

トスティ

29 ソロ

第5部
15：05
〜

16：25

31 ソロ

本演奏会は早⼤ピアノの会と⽴教⼤学Pianoの会での合同開催です。
早⽴合同という形でコンサートを⾏うのは2年ぶりとなります。

今回も幅広い曲⽬が揃ったプログラムとなっておりますので、ご期待ください！
早⼤ピアノの会・⽴教⼤学Pianoの会⼀同ご来場お待ちしております。


