
平 成 29年 (2017)

10月 度 音楽鑑賞会目次
10月 2

1_ウ インナワルツ名曲集の中か ら No:57-3・ 7
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2 ギター名曲集の中から     No:62-11・ 16

ターレガ
(1852～ 1909)

「アルハンブラの思い出」
「ムーア風舞曲」

(第 30回 )

よろずホールにて
4日 (火 )午後 1時～ 3時
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イオリン名曲集の中から  No:59-9・ 11
「ロマンス第 2番へ長調作品 50」
ジヤン・Iジャ ック ロカントロフ (ヴ ァ
井上道義指揮 新日本フィルハーモニ

グラナ ドス&ク ライスラー 「スペイン舞曲」
(1868～ 1916)(1875～ 1962)ジ ェラール・ジャリ (ヴ ァイオリン)

岩崎淑 (ピ アノ)

4.バ ロック名曲集の中か ら No:7-4・ 6・ 9
ヘンデル   <く セルセ ≫ ―ラルゴ (オ ンブラ コマイ 菫フ)

(1685～ 1759)      マクサンス コラリュー (フ ルー ト)

スザンナ ロミル ドニアン (ハープシコ

ラモー
(1683～ 1764)

」・ sバ ッハ

(1685～ 1750)

「タンブーラン」
スザナ ロルージイッチコア (ハープシコー ド)

「フルー トロソナタ第 2番変ホ長調 BWV1031-シ チリアーノ」(1'50")
アンドラーシュ・ア ドリヤン (フ ルー ト)

ユゲット・ ドレフェス (ハープシヨー ド)

5.ドヴォルザーク「交響曲第 9番≪ 新世界より≫ 作品 95」 No:20-1  9' 30"
ヴアーツラフ ロノイマン指揮
チエコ ロフイルハーモニー管弦楽団      (41' 40"
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6.歌謡曲 唄 西田敏之 「とりあえずは元気でゆこう」 (4'10")
映画「釣 リバカ日誌」より

14'30''

唄 ノト田純平   「おふ くろ」         (5'00")
・      「母のマフラー」       (5'20")

7 日本のうた         No:65-10・ 12・ 17・ 19       1o' 20"
(ソ プラノ独唱)鮫島有美子   (ピ アノ)ヘルムー ト・ ドイチェ

(10)浜 辺の歌  (林古渓 コ詞/成田為三・曲)  (2' 40")
(12)平城山   (北 見志保子・詞/平井廉二郎 。曲)(2' 50")
(17)か やの木山 (北原白秋・詞/山 田耕律・曲) (2' 30")
(19)花 の街   (江 間章子・詞/団伊玖磨 =曲 ) (2' 20")

ピアノ伴奏で合唱 しましょう

(1)「 かあさんの歌」 (窪田聡「作詞作曲 )

(2)「 赤とんぼ」  (三 木露風・詞/山 田耕律 =曲 )

(3)「 旅愁」    (犬 童球渓・詞/オー ドウエイ・原曲 )

(4)「故郷を離るる歌」(吉丸一昌・詞/斎藤ゆか り・編曲 )

(5)「 山のロザリア」 (丘灯至夫・詞/ロ シア民謡 )

(6)「野菊」    (石 森延男・詞/下総院―・曲 )

(7)「荒城の月」  (土 井晩翠・詞/滝廉太郎・曲 )

その他

*1 曲目の進捗は順不同となる場合がありますのでご了承ください
*2 時間の関係上、翌月以降に持ち越す場合があるかも知れません
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CLASIC 10-2


