
 
 

室内楽でレッスン革命！！  
～2016年度シリーズ  ピアノも弦楽器もみんな一緒にアンサンブル～ 

 

三年目を迎えるこのシリーズ!!たくさんの方々から好評を頂き、リピーターの方はもちろん、新しい方々にも

広がりをみせています。「ピアノを習っている」・「ヴァイオリンやチェロを習っている」という子供から大人の方、

そしてそれらを教えているという指導者の方にぜひ参加して頂きたいと考えています。 

ピアノの方は、演奏する上でとても大切な拍子感・呼吸・脱力・フレーズを他の楽器と合わせることでコツが

分かるようになります。弦楽器の方は、トリオをすることで室内楽のことがより楽しくより深く感じられるよう

になります。そして、指導の時にこれらのことが伝えやすくなります。みなさん御一緒に、演奏・指導に役立

つ『音楽の楽しさ』を学びませんか！ 

 

①日程 

  １回目       ２回目     

2017年 1月 21日(土) 2017 年 2月 18日(土)  

時間：10:00～20:00  時間：10:00～20:00  
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み
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 克己
か つ み

先生  

 

＊時間は参加者の人数によりますので変更になる場合もございます。その都度、詳細をお知らせ致します。 
＊成果発表として２月１９日（日）PTNA ピアノステップでのステージをご用意しています。こちらは、別途ピティナステップＨＰより 
お申込みをお願い致します。 

②会場 

１月２１日北九州市立大手町練習場・大練習室 〒803-0814北九州市小倉北区大手町１１番４号 大手町ビル 10階 TEL ０９３－５８３－５５３３ 

２月１８日黒崎ひびしんホール・中練習室       〒806-0034北九州市八幡西区岸の浦 2-1-1   TEL 093-621-4566 

 

③講師陣 
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 先生【室内楽＆ピアノ講師】   
 

桐朋学園大学卒業。ドイツ・オーストリアで研鑽を積む。 

「ワシントンピアノフェスティバル」「ちちぶ国際音楽祭」などの教授と

して国内外から招聘される。大和日英基金、全日本ピアノ指導者協

会指導者賞、トヨタ指導者賞、特別指導者賞を受賞。現在、全日本

ピアノ指導者協会評議員、同協会アンサンブル国際交流委員会メ

ディア委員、ジャスミン音の庭クラス主宰、ミュージックスタジオＣ特

別顧問、昭和音楽大学講師など、多くの役職を務める。 

 

原田
は ら だ

 大志
た い し

 先生【ヴァイオリン講師】   

東京芸術大学音楽学部器楽科卒業，同大学大学院修士課程修

了。ヴァイオリンを岸辺百百雄、田中千香士、前橋汀子の各氏に師

事。その後、札幌交響楽団や東京室内管弦楽団等のコンサートマ

スターを歴任する。現在、福岡教育大学准教授。 

 

 

 

 

原田
は ら だ

 哲男
て つ お

 先生【チェロ講師】   
 

鹿児島県出身。桐朋学園大学在学中に蓼科高原音楽祭奨励賞を受

賞。ドイツ及びアメリカで研鑽を積む。2001年第４回ビバホールチェ

ロコンクール 3位。1999年～2012年 9月まで仙台フィル首席チェロ

奏者を務め、2007年文化庁海外派遣研修員として 1年間ドイツに留

学。2013年５月～2016年４月まで九州交響楽団首席奏者を努め、

現在はフリーのチェロ奏者として福岡市を拠点にソロ、室内楽、教育

など幅広く活動している。 

2月 19日（日） 

♬ ステップ ステージ ♬  

 

   

田中
た な か

 克己
か つ み

先生【室内楽＆ピアノ講師】   
 

武蔵野音楽大学卒業後、同大学院修了。大学院修了後ドイツミュンヘン留学。

ミヒャエル・シェーファー教授の下で更に研鑽を積む。PTNA ピアノコンペティ

ション 1980 年Ｄ級金賞、1990 年デュオ特級最優秀賞受賞。帰国後、ソロリサ

イタルや、オーケストラとの共演、室内楽に取り組み、「田中克己アンサンブル

シリーズ」を定期的に開催。ピアノを平野邦夫氏に師事し研鑽を重ねる。現在、

東京家政大学、小田原短期大学、東京こども専門学校各講師、全日本ピアノ指

導者協会正会員、指導者育成委員、PTNA Orange Omotesando Station代表。 

 

 



【ピアノコース】
①プレ・はじめの一歩コース（未就学児）
はじめの一歩コースに入る前の導入コースをご用意しました。自分の弾いている曲の右パートをＶｎ左パートをＶｃが

担当し、一緒にトリオで演奏します。選曲した曲が弦楽器で演奏可能かどうか、事務局にお尋ね下さい。

②はじめの一歩コース
   ♪ はじめの一歩/東音♪

楽器 　　　　　　タイトル  　　　 楽器
Vn 小犬とおさんぽ Vn バッハ/メヌエット イ短調
Vn ピクニックへ行こう！ Vn クリーガー/メヌエット イ短調

Vc 木陰でおひるね Vc モーツァルト/メヌエット ヘ長調

Vc 不思議なランプ Vc ヘンデル/ブーレ ト長調

Vn スペインのダンサー Vn ル・クーペ/祈り ピアノの練習ABCより第１１番

Vn ハーモニックブルース Vn ベートーヴェン/ソナチネ/ト長調 第１楽章

Vc ハロウィンの魔女 名曲編 Vn 外国曲 田中雅明編曲/砂漠のバラ

Vc タランテラ Vc ギロック/秋のスケッチ

Vn アラベスク Vc リヒナー/短い物語

Vn やさしい花 Vc 中田喜直/夕方のうた

Vc 子どもの集会　＊繰り返しなし

Vc 無邪気

③デュオコース

♪ギロックピアノ・アンサンブル/全音♪ ♪日本民謡/ミュッセ♪

Vn

Vn

Vc

Vc

♪ヴァイオリン名曲３１選/ドレミ♪ ♪チェロ名曲３１選/ドレミ♪

ガボット　　　　　　　　　　　　　＊リピートなし

ボッケリーニのメヌエット　　　　＊リピートなし

カバディーナ　　　　

G線上のアリア　　　　　　　　 ＊リピートなし
ユモレスク　　　　　　　　　　　　＊リピートなし
「タイス」の瞑想曲

④トリオコース
♪ギロック・ピアノアンサンブル/全音♪ ♪日本民謡/ミュッセ♪

１番
２番

3番
⑤マスタークラス
♪ハイドンピアノトリオ♪　第25番ト長調Hob.XV:25

♪クレンゲルピアノトリオ♪ 第1楽章
Op.35-2
第1楽章 ♪ベートーヴェンピアノトリオ♪　第3番ハ長調Op.1-3
第2楽章 第1楽章
第3楽章 第4楽章

♪モーツァルトピアノトリオ♪
　　ディベルティメント　変ロ長調 K.254

第1楽章
*上記以外の曲をご希望の方は事務局にお尋ねください。

④コースと共演可能曲

　　　　３つのコースをご用意しました。【ピアノコース】【チェロ・ヴァイオリンコース】【聴講コース】
　　　　選曲頂いた曲を講師陣が共演、指導致します。グループでのレッスンになり、１グループのレッスン枠の

古い農民歌

手品師

でんでらりゅうば

　　　　　　～～～室内楽曲目リスト～～～

タイトル

Vnテュオ

バロック舞曲編

ブルグミュラー編

バステイン編

バイエル編

１番

２番

           聖体行列
           カーニバルの舞踏会

                  メヌエット ト長調

Vcデュオ

                  白鳥

ソーラン節           宮廷のコンサート

第1楽章
第2楽章
第3楽章

　　　　目安は２時間程度です。一人あたりのレクチャー時間は、コースや曲目により異なります。
　　　　スケジュールはお申し込み後、お一人ずつに連絡致します。　詳細は各コースを御覧下さい。

           サラバンド
           ウィンナーワルツ

                  シューベルトのセレナーデ

ななつの子
                                   さくら

                  愛のあいさつ

竹田の子守唄

                  エレジー

                  モルダウ

ロンドンデリーの歌　　　カッコ省く

Op.35-1
第2楽章 第3楽章

第2楽章 第3楽章

第2楽章 第3楽章



【 ヴ ァ イ オ リ ン ・ チ ェ ロ コ ー ス 】 

ヴァイオリン＆ピアノ、チェロ＆ピアノと普段から室内楽を経験している方々に、更に室内楽の世界を深め楽しんで頂きたい

と考え、室内楽のエキスパートを講師陣に揃え、室内楽の観点からレクチャーを行ないます。 

 演奏曲は自由です！！たくさんの方に体験して頂きたいと考え、今回、こちらのコースは可能曲を設定しておりません。 

お好きな曲をお選び頂き、事務局にお尋ねください。 参加の形も自由です！！ 

１、デュオでも、トリオでも。 

２、子供から大人の方まで、学習者でも指導者でも。 

３、弦楽器お一人でも、弦楽器＆ピアノお二人でも、ピアノお一人でも。 

  

【 聴 講 コ ー ス 】 
聴講でのご参加もどなたでも大歓迎です。当日、すべてのコースを聴講頂けます。 
 

⑤参加料 

【 ピ ア ノ コ ー ス 】 

コース 参加料金 レッスン時間の目安 ステップ共演料 

プレ・はじめの一歩 ５,０００円 ６人で３０分  ３,０００円 

はじめの一歩 ７,０００円 １０人で２時間  ３,０００円 

ギロック・ピアノアンサンブル ７,０００円 １０人で２時間  ３,０００円 

日本民謡 ７,０００円 １０人で２時間  ３,０００円 

ヴァイオリン名曲３１選 ９,０００円 ９人で２時間  ４,０００円 

チェロ名曲３１選 ９,０００円 ９人で２時間  ４,０００円 

ギロック・ピアノアンサンブル ９,０００円 １０人で２時間  ４,０００円 

日本民謡 ９,０００円 １０人で２時間  ４,０００円 

クレンゲル ピアノトリオ １１,０００円 ９人で２時間  ４,０００円 

ハイドン ピアノトリオ １６,０００円 ６人で２時間  ５,０００円 

ベートーヴェン ピアノトリオ 第１・２・４楽章 ２０,０００円 ５人で２時間  ５,０００円 

ベートーヴェン ピアノトリオ 第３楽章 １６,０００円 ６人で２時間  ５,０００円 

モーツァルト ピアノトリオ ２０,０００円 ５人で２時間  ５,０００円 

【 ヴ ァ イ オ リ ン ・ チ ェ ロ コ ー ス 】 

演奏時間 参加料金 
レッスン時間 

の目安 

ステップ 

共演料 

 
演奏時間 参加料金 

レッスン時間

の目安 

ステップ 

共演料 

デュオ  ３分以内 ８,０００円 １０人２時間 ４,０００円  トリオ  ３分以内 １０,０００円 １０人２時間 ４,０００円 

デュオ  ５分以内 １１,０００円 ９人２時間 ４,０００円  トリオ  ５分以内 １３,０００円 ９人２時間 ５,０００円 

デュオ  ７分以内 １４,０００円 ８人２時間 ５,０００円  トリオ  ７分以内 １６,０００円 ８人２時間 ５,０００円 

デュオ １０分以内 １８,０００円 ７人２時間 ５,０００円  トリオ １０分以内 ２０,０００円 ７人２時間 ５,０００円 

デュオ １２分以内 ２２,０００円 ４人２時間 ５,０００円  トリオ １２分以内 ２４,０００円 ４人２時間 ６,０００円 

デュオ １５分以内 ２６,０００円 ４人２時間 ５,０００円  トリオ １５分以内 ２８,０００円 ４人２時間 ６,０００円 

*上記の表は弦楽器・ピアノ お一人で１回のレッスン料金です。 

*弦楽器＆ピアノ お二人での参加は事務局にお尋ね下さい。 

＊１９日ステップ参加希望の方はステップ共演料も必要となります。 

【聴講コース】 

すべてのコースを聴講出来ます。どなたでも、お好きな時間にお好きなだけ聴講下さい。お一人１日３,５００円。 

受講者のご家族１名様は無料にて聴講できますが、お二人目からは聴講料が発生します。ただし、家族割引適応となり、 

一律１日１,０００円にて聴講いただけます。（未就学児無料） 

２月１９日（ステップ本番）は、全てのプログラムをどなたでもお好きなだけ無料でお聴きいただけます。 



⑥お申し込み方法 

 室内楽受講の方は・・・  

１、申込書にご記入の上、事務局にファックス頂くか、その内容をメールにてお申し込み下さい。 

２、受講料を下記の口座にご入金お願い致します。         

＊郵便局 ０１７８０-８-１４３０３０  ハピネス ＫiｔaＱ 室内楽 

３、参加料は各回、２週間前までにお振込みください。 

  振込後のキャンセルはできません。 

４、楽譜を必要枚数コピー頂き、楽譜の左上に名前を記入の上、３週間前までに事務局に郵送下さい。 

   ＊プレ・はじめの一歩 → ピアノ譜３枚 

   ＊デュオ → 総譜２枚、パート譜１枚 

   ＊トリオ →  総譜３枚、パート譜・各１枚 

ステップへも参加希望の方は・・・ 

５、ＰＴＮＡ本部事務局に、ステップ出演をお申し込み下さい。【1 月 16 日（月）締め切り】 

    県名：福岡   地区名：黒崎２月地区 [6119]   日程：２月１９日   

    ステップ要項の申込書を郵送、または Web にて申し込みを行って下さい。  

    ＊申し込み先＊ 

 （社）全日本ピアノ指導者協会 ステップ係 

      〒１７０―８４５８ 東京都豊島区巣鴨１-１５-１ ＴＥＬ ０３-３９４４-２４８１ 

                                      FAX ０３-３９４４-２４８２ 

                                                http://www.piano.or.jp/step 

⑦お問い合わせ 

ハピネス ＫitaＱ 室内楽  代表 熊本美由紀 

                〒８０６－００６７ 

 福岡県北九州市八幡西区引野 1-9-25     

       ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０９３-９８１-８５２０ 

       ＭａｉI：hapinesu2014Kitaq＠Yahoo.co.jp 

 

⑧お申込書 

 

・・・・・・✁ ・・・・✁・・・・・・✁・・・切り取り・・・・・✁・・・・・・✁・・・・・✁・ 

 

ふりがな  学年 楽譜名  

氏名 

  曲名  

演奏形態 デュオ    トリオ 

住所 

 フリー分数    分      秒 

申し込み金額           円 

TEL/FAX  ピアノの方 補助ペダル 足台 持参 必要なし 

e-mail 

 弦楽器の方 演奏楽器  

担当講師  



 




