
2014年度 新潟冬季ステップ アンサンブル企画 

《室内楽体験》 

申込のご案内 

実施事務局の用意した弦・管楽器奏者と、初心者用のオブリガート付ピアノ曲から本格的な室内楽曲まで、

ピティナ・ピアノステップのステージで「室内楽体験」をすることができます。 

ステップ前日に、本番と同じステージでアドバイス付きのリハーサル＆レッスンが受講でき、当日はアン

サンブルに造詣の深いアドバイザーの先生方からのメッセージ用紙や講評がいただけます。この機会に室

内楽に親しんでみませんか？ 

 

１．概要 

【本番】 

日時…２０１５年２月２２日（日） 新潟冬季ステップ 

   会場…ヤマハミュージックリテイリング新潟店 ≪スペースY≫ 

    

【リハーサル＆アドバイスレッスン】 

   日時…２０１５年２月２1日（土）ステップ前日 

   会場…ヤマハミュージックリテイリング新潟店 ≪スペースY≫ 

  

   ステップ前日に本番と同じ会場で、アドバイザーの先生によるリハーサル＆レッスンを受講してい

ただきます。 スケジュールにつきましては、決まり次第、参加者の方に実施事務局よりお知らせ

致します。 

※前日リハーサル＆レッスンの他に事前に合わせをご希望の方は、個々にご相談ください。 

(別途料金が必要です。) 

 

２． 共演者 

ヴァイオリン… 加藤 礼子（桐朋音楽大学卒業） 

チェロ …土佐 美華（桐朋音楽大学卒業） 

クラリネット…久保田 景子(昭和音楽大学卒業) 

フルート…小笠原 直子(昭和音楽大学卒業) 

  

３． 共演可能曲とレベル 

新潟冬季ステップでの共演可能曲につきましては、一覧をご参照いただき、選曲してください。 

共演者とレベルにより、以下の４つに分かれています。 

 

【デュオ１】  ステップの人気曲を中心に管・弦楽器のオブリガードをつけた作品 

【デュオ２】 管・弦楽器とのデュオ名曲 

【トリオ１】 トリオ導入の易しい作品、親しみやすい楽曲でトリオの面白さを充分に楽しめる作品 

【トリオ２】 本格的な室内楽作品  ※但し単一楽章でフリー15分内で演奏できるものに限ります。 

 

４． 参加料 

 デュオ１ デュオ２ トリオ１ トリオ２ 

共演＆リハーサル料 ¥5,500 ¥6,500 ¥8,000 ¥10,000 



※通常のステップ参加料とは別に、上記の当日共演＆アドバイス付きリハーサル料がかかります。 

料金はデュオ・トリオなど選曲により異なります。 

※共演料は、お申込後、ステーション事務局にお支払い頂きます。ステップ参加料の振込みとは別

になりますので、お間違えのないようにお願い致します。 

 

５． お申込＆お問合せ 

申込の手順 

以下の(1)(2)２つのお申込みが必要です。 

(1)室内楽体験に申し込む 締切日：2014 年11 月22 日 

別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAX でお申込ください。 

 

FAX送り先：ピティナにいがた tokiステーション事務局 （担当：小日向） FAX …025-243-4406 

  

◆参加申込書は、参加者1名につき1枚ご提出ください。 

◆先着順に受け付けます。(参加人数に定員があります。お早めにお申し込みください。) 

◆共演料のお支払方法は、申込み受付後、事務局よりご連絡を差し上げます。 

◆参加可の確認後、楽譜(スコア譜とパート譜)のコピーを事務局宛にご送付下さい。 

 (繰り返しの有無、カット等ありましたら明記してください。) 

 

楽譜の送付先：〒950-0082 新潟市中央区東万代町1-30 ヤマハミュージックリテイリング新潟店内 

ピティナにいがた tokiステーション事務局 小日向宛 

                                     TEL…025-243-4311 

 

(2)ステップに申し込む （ステップ参加要項参照） 締切日：2015 年1 月19 日 

要項付録の参加申込書に記入し、通常のステップ参加料金のみ所定の振込用紙にてお振込の上、ピ

ティナ本部へ郵送又はWeb申し込みをしてください。 

 

◆実際の演奏時間に出入りと準備の時間を考慮しフリーステップの分数を選択してください。 

◆室内楽参加可の確認後、通常のステップ申し込みを早めにお願い致します。 

◆記入例（各欄に下記のようにご記入ください） 

①地区名 →新潟冬季（3104） 

②登録者数→１名 

③参加料金→フリーステップ(3・5・7・10・12・15分のいずれか)の料金 

④曲目 →「その他アンサンブル」に○ 

パート名に「ピアノ」と記入 

⑤賛助出演者→「事務局企画奏者(デュオ)」又は「事務局企画奏者(トリオ)」のいずれかで記入 

 

 

お問合せ 

ピティナにいがた tokiステーション代表 高波 真美  TEL 090-6933-0368 

 



 2014 新潟冬季ステップ「室内楽体験」共演可能曲の例  

 

下記以外の曲で参加希望の場合はご相談ください。 

 

●デュオ１…アンサンブルの導入に最適な曲。楽譜は平易ですが美しい作品  

♪ヴァイオリン又はクラリネットもしくはフルートとピアノの曲  

バイエル７６番：子犬とおさんぽ  

バイエル７８番：ピクニックへいこう  

バスティン：スペインのダンサー  

バスティン：ハーモニックブルース  

ブルグミュラー：アラベスク  

ブルグミュラー：やさしい花  

バッハ：メヌエット  

クリーガー：メヌネット  

ル・クーペ：祈り 

ベートーヴェン：ソナチネ ト長調  

外国曲：砂漠のバラ  

 

♪チェロ又はクラリネットとピアノの曲  

バイエル７７番：木陰でおひるね  

バイエル９１番：不思議なランプ  

バスティン：ハロウィンの魔女  

バスティン：タランテラ  

ブルグミュラー：子供の集会  

ブルグミュラー：無邪気  

モーツァルト：メヌエット  

ヘンデル：ブーレ  

ギロック：秋のスケッチ  

リヒナー：短い物語  

中田喜直：夕方のうた  

以上、「しつないがく はじめの一歩」全５巻（東音企画）より  

 

●デュオ２…おなじみの曲を元にしたアンサンブルの面白さを充分に楽しめる作品  

♪ヴァイオリン又はクラリネットもしくはフルートとピアノの曲  

エルガー：愛の挨拶  

クライスラー：愛の悲しみ  

クライスラー：美しいロスマリン  

マスネ：タイスの瞑想  

 



♪チェロとピアノの曲  

サンサーンス：白鳥  

エルガー：愛の挨拶 

グノー：アヴェ・マリア  

フォーレ：シシリエンヌ  

ドボルザーク：我が母の教えたまいし歌 Op.55‐4  

ドボルザーク：ユモレスク  

フォーレ：夢のあとに  

フォーレ：エレジー  

 

●トリオ１… 親しみやすい楽曲でトリオの面白さを充分に楽しめる作品 

♪ピアノ＆ヴァイオリン＆チェロのトリオの曲  

ロシェロール：古いレース  

ロシェロール：デイドリーム  

ロシェロール：インディアンの伝説  

ロシェロール：パレード  

ロシェロール：沈みゆく太陽  

ロシェロール：一緒に踊ろう  

以上 6 曲は"A Tableau of Piano Trios"(東音企画)より  

 

Bring a Torch, Jeanette Isabella  

The First Noel  

A Holly Jolly Christmas  

It Came Upon a Midnight Clear  

Jingle Bells  

O Holly Night  

Rudolph, the Red-NosedReindeer  

Silent Night  

What Child Is This?  

以上９曲は”Christmas Tableau of Piano Trios” Kjos Music Companyより  

 

シューマン：楽しき農夫  

シューマン：勇敢な騎士  

チャイコフスキー：甘い夢  

フランス民謡：フランスの古い歌  

以上４曲は｢ピアノ学習者のための室内楽導入シリーズ Vol.1｣(東音企画)より  

 

ブルグミュラー:牧歌  

ブルグミュラー:天使の声  

テュルク:アリエッタ  

ブルグミュラー:小さな嘆き  

以上４曲は｢ピアノ学習者のための室内楽導入シリーズ Vol.2｣(東音企画)より  



 

J.S.バッハ:2つのメヌエット  

W.A.モーツァルト:メヌエット  

W.A.モーツァルト:アレグロ  

F.ブルグミュラー:アラベスク  

以上４曲は｢弦楽器によるピアノ・トリオ｣(東音企画)より  

 

ハスリンガー：ソナチネより第1楽章  

ケーラー：ソナチネOp.300より第1楽章  

クーラウ：ソナチネOp.55-1より第1楽章  

クレメンティ：ソナチネOp.36-4より第2楽章  

ベートーヴェン：ソナチネヘ長調より第2楽章  

以上５曲「ピアノトリオで弾くソナチネ」（ミュッセ）より  

 

C.H.グラウン：アレグロ ヘ長調  

J.B.ヴァンハル：トリオ ヘ長調  

L.モーツァルト：アンダンテ イ長調  

ハイドン：プレスト イ長調  

J.G.アルブレヒツベルガー：スケルツァンド ト長調  

以上5曲は「はじめてのピアノ・トリオ『古典期より』（東音企画）」より  

 

 

「ピアノトリオ・フェスタ(DOREMI)」 

「パーティー、ウエディング、コンサートで弾くポピュラー＆クラシック名曲集(YMM)」など 

トリオ編成の曲集から選ぶこともできます。 ご相談ください。 

 

 

●トリオ２ …本格的な室内楽作品  

但し単一楽章のみでフリー15 分内で演奏できるものに限ります。 

共演可能曲であるかどうかは、ご相談ください。 

 

ヴァイオリン・ソナタ 

チェロ・ソナタ 

ピアノ・トリオ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



♪お申込みは先着順とさせていただきます。締切日：2014年11月22日 

【新潟冬季ステップ《室内楽体験》参加申込書】 
 

参加者名 

 

 

 

 

参加者住所  

 

〒 

 

 

参加者連絡先 TEL :       （    ）                FAX :       （    ） 

 

指導者名  

TEL:       （    ） 

 

参加ステップ 

（フリー3分、フリー5 分等） 

 

 

フリー     分 

共演形態 

（○をつけて下さい） 

 

・デュオ１ (ヴァイオリン・チェロ・クラリネット・フルート) 

 

・デュオ２ (ヴァイオリン・チェロ・クラリネット・フルート) 

 

・トリオ１    

 

・トリオ２ 

 

演奏曲目 曲 目… 

 

作曲者… 

 

楽譜名… 

 

出版社… 

 

 

通信欄 

 

※本申込書に記入の上、実施事務局へFAX でお送りください。 

※ピティナ本部へのステップ申込みも忘れずに行ってください。 

※参加可の確認後、楽譜(スコア譜とパート譜)のコピーをご送付下さい。 

 

 

  

↓ にいがた tokiステーション  FAX:025-243-4406↓__ 

 


