
CConcertoncertBrillanterillante

主催：アンサンブル・エデュエル　主催：アンサンブル・エデュエル　共催：共催：大阪音楽大学同窓会《幸楽会》岡山県支部　美作大学　美作大学短期大学部　岡山県北音楽振興会大阪音楽大学同窓会《幸楽会》岡山県支部　美作大学　美作大学短期大学部　岡山県北音楽振興会

後援：津山市　大阪音楽大学音楽文化振興財団　後援：津山市　大阪音楽大学音楽文化振興財団　公益財団法人 公益財団法人 津山文化振興財団　山陽新聞社　津山朝日新聞社津山文化振興財団　山陽新聞社　津山朝日新聞社

ブ リ ラ ン テ  コ ン サ ー ト

with オーケストラwith オーケストラwith オーケストラwith オーケストラ

Op.Op.3 第19回 おかやま県民文化祭参加
津山市文化振興事業基金助成

《 感染症対策のお願い 》

ご入場の際はマスクをご着用ください。

消毒・検温の実施にご協力ください。

37.5℃以上の発熱や、風邪の症状がある方は

ご入場いただけません。

ピアノ五重奏曲 イ長調 Op.81より 第3･4楽章 / A.ドヴォルザーク/ A.ドヴォルザーク

国立音楽大学音楽学部卒業。

同大学上級アドヴァンストアンサンブル・ピアノコース修了。

現在合唱団「津山市民合唱団はるか」「津山混声合唱団」

「グリーンエコー」他伴奏ピアニスト。

大阪音楽大学音楽学部卒業。

東京音楽大学大学院修士課程鍵盤楽器研究領域修了。

現在美作大学・美作大学短期大学部非常勤講師。

合唱団「Emi Kinen Choir」専属ピアニスト。

第1楽章　中島 結里愛 中島 結里愛 〈津山市立一宮小学校6年生〉　　第3楽章　西村 莉子西村 莉子　   〈岡山県立津山高等学校2年生〉

安藤 毬衣安藤 毬衣

井上 潮実　清藤 芳菜井上 潮実　清藤 芳菜 〈美作大学  1年生〉

竹内 彩佳竹内 彩佳

ブルクミュラー25の練習曲 Oｐ.100

イ長調 Op.114 D.667より 「鱒」第4楽章 / / F.シューベルト F.シューベルト 

花は咲く

林 泉　大道 真弓　佐藤 陽一　林 俊武 入江 洋文　河野 園子　土居 綾子　佐藤 陽一

開催日開催日 ２０２１２０２１年１１１１月２１２１日（日）

開場開場 １３:００１３:００ 開演開演 １３:３０１３:３０開場開場 １３:００１３:００ 開演開演 １３:３０１３:３０開場開場 １３:００１３:００ 開演開演 １３:３０１３:３０ 一般一般 2,0002,000円 円 一般一般 2,0002,000円一般一般 2,0002,000円 学生学生 1,0001,000円学生学生 1,0001,000円学生学生 1,0001,000円

音楽文化ホール音楽文化ホール ベルフォーレ津山ベルフォーレ津山

オーケストラ

ブルクミュラー
ピアノコンチェルト

ピアノコンチェルト W.A.モーツァルト ピアノコンチェルト No.12 K414

名曲小品集
ピアノコンチェルト

ソプラノ

 Op.15-7 Op.15-9 Op.15-7 Op.15-9 / / R.シューマン　R.シューマン　

ガボット 歌劇『ロジーヌ』より / J.ゴセック　かっこう / L.C.ダカン お人形の夢と目覚め / T.エステン　

ブラームスのワルツ 第15番 Op.39-1 / J.ブラームス　トロイメライ～木馬の騎士 『子供の情景』より Op.15-7 Op.15-9 / R.シューマン　

エリーゼの為に / L.v.ベートーヴェン　紡ぎ歌 『無言歌集』より Op.67-4 / J.L.Fメンデルスゾーン　

チャイコフスキーの舟歌 『四季』より Op.37-6 / P.l.チャイコフスキー　花の歌 / G.ランゲ

揮者　加藤 完二
ヴァイオリン  林 泉　入江 洋文　河野 園子　山田 聖華　三浦 裕梨香　小川 紀子
ヴィオラ土居 綾子　大道 真弓 チェロ佐藤 陽一　小川 照夫 コントラバス林 俊武
フルート辻井 義祐 クラリネット山本 聡美 ファゴット西牧 岳 ホルン山下 咲希　四通田 楓 打楽器今井 忍

リアルタイム配信
YouTubeYouTube

プレイガイド：ベルフォーレ津山　津山文化センター　　問合せ：清水 080-1939-3710 プレイガイド：ベルフォーレ津山　津山文化センター　　問合せ：清水 080-1939-3710 

(当日当日 2,500 2,500円） (当日当日 2,500円 2,500円） (当日当日 2,500円2,500円）



宝島保育園 年中

津山市立北小学校 1年生

鏡野町立大野小学校 1年生

津山市立河辺小学校 5年生

岡山大学教育学部
　　　　　　　　附属小学校 5年生 

津山市立河辺小学校 5年生

岡山市立岡山中央小学校 6年生

津山市立広野小学校 6年生

朝日学園朝日塾小学校 5年生

岡山市立御南小学校 6年生

岡山市立御南中学校 1年生

ノートルダム清心学園

　　　　　　　　清心中学校 1年生

岡山大学教育学部

　　　　　　　　附属小学校 5年生

島根大学 4年生

美咲町立柵原西小学校 3年生

津山市立東小学校 4年生

岡山大学教育学部
　　　　　　　　附属小学校 4年生

美作市立美作第一小学校 1年生

岡山市立鹿田小学校 3年生

朝日学園朝日塾小学校 3年生

岡山市立御南小学校 5年生

津山市立一宮小学校 3年生

津山市立北小学校 4年生

米子市立伯仙小学校 2年生

美作大学 1年生

ConcertBrillante 出演者

「 Ｏｐ.3 Ｂｒｉｌｌａｎｔｅ  Ｃｏｎｃｅｒｔ」 withオーケストラ

主催：アンサンブル・エデュエル　共催：大阪音楽大学同窓会《幸楽会》岡山県支部　美作大学　美作大学短期大学部　岡山県北音楽振興会

後援：津山市　大阪音楽大学音楽文化振興財団　公益財団法人 津山文化振興財団　山陽新聞社　津山朝日新聞社

with オーケストラwith オーケストラ

Op.3

ブルクミュラー 25の練習曲 Op.100 名曲小品集

素直な心　

アラベスク　

牧歌　

小さな集まり

無邪気

進歩　

清い小川　

優美　

狩　

太田 知宏

中島 玲香

中島 玲香

高橋 季汝

竺原 美空

竺原 美空

江田 百花

江田 百花

小原 菜々子

田淵 駿介

末田 恵美

久常 明莉

重松 祐典

芳村 衣子

光延 優衣

楠神 はのん

吉田 早希

安藤 華菜

下原 のぞみ

二浦 桜子

猪木 春翔 

黒籔 美月

片山 吹優

片山 吹優

大門 紬

谷口 音羽 

真木 沙英

中島 汰一

石黒 心乙織

石黒 心乙織 

山本 愛菜

ガボット　歌劇『ロジーヌ』より

　　　　　　　　　　　  　　　 　J.ゴセック

かっこう　　  　　　 L.C.ダカン

お人形の夢と目覚め

　　　　　　　　　　　 　 　　　T.エステン

ブラームスのワルツ

第15番 Op.39-15　　 J.ブラームス　

トロイメライ～木馬の騎士

『子供の情景』より Op.15-7/Op.15-9　

　　　　　　　　　　　　  R.シューマン

エリーゼの為に
　　　　　　　　   　 L.v.ベートーヴェン

紡ぎ歌 『無言歌集』より Op.67-4

　　　　　　　　  J.L.Fメンデルスゾーン

チャイコフスキーの舟歌

　　　　　　　　　　『四季』より Op.37-6

　　　　　 　　　　　　P.l.チャイコフスキー

花の歌　　　　　　　　G.ランゲ

《 感染症対策のお願い 》《 感染症対策のお願い 》

ご入場の際はマスクをご着用ください。ご入場の際はマスクをご着用ください。

消毒・検温の実施にご協力ください。消毒・検温の実施にご協力ください。

37.5℃以上の発熱や、風邪の症状がある方は37.5℃以上の発熱や、風邪の症状がある方は

ご入場いただけません。ご入場いただけません。

別れ

なぐさめ　

シュタイヤーのおどり

バラード

ひそかな嘆き

おしゃべり　

アヴェ・マリア

タランテラ

天使のハーモニー

帰途　

舟歌

つばめ　

貴婦人の乗馬　

ピアノコンチェルト
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/ A.ドヴォルザーク

中島 結里愛 西村 莉子

安藤 毬衣

井上 潮実　清藤 芳菜

竹内 彩佳

 / F.シューベルト 

開催日 ２０２１年１１月２１日（日）

開場 １３:００ 開演 １３:３０開場 １３:００ 開演 １３:３０開場 １３:００ 開演 １３:３０ 一般 2,000円 一般 2,000円一般 2,000円 学生 1,000円学生 1,000円学生 1,000円

音楽文化ホール ベルフォーレ津山

 Op.15-7 Op.15-9 / R.シューマン　

YouTube

プレイガイド：ベルフォーレ津山　津山文化センター　　問合せ：清水 080-1939-3710 

(当日 2,500円） (当日 2,500円） (当日 2,500円）
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