
２００９年度
島原ステップ　アンサンブル企画《室内楽体験》

申し込みのご案内
実施事務局の用意した弦楽器奏者と，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「夢の共演」をすることができま
す。また，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
● 日時：２００９年１２月２０日（日）　島原ステップにて演奏
● 会場：ハマユリックスホール
● 前日リハーサルレッスン アドバイザー

◎ 多喜　靖美 先生
桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業。室内楽，ソロ演奏，トークコンサートなど
多方面で活躍中。最近ではチェコのマルティーヌ弦楽四重奏団，ポーランドのワルシャワ 
フィル・コンサート マスター，スロバキアのドヴォルザーク弦楽四重奏団，チェコ・フィル
ハーモニー六重奏団など国内外の著名奏者と共演。また，門下生から数多くのピアニストや
国内外のコンクール入賞者を輩出し，後進育成の面でも高い評価を受けている。1993年ドイ
ツ・ザクセン地方独日協会，1994年イギリス・イートンカレッジ，1995年イギリス・
ウィットギフトスクール，2003年ドイツ・ユーゲントムジツィアットより召聘を受け，生徒
と共に渡欧し各地でコンサートを行う。大和日英基金，日本クラシック音楽協会優秀指導者
賞，（社）全日本ピアノ指導者協会指導者賞，トヨタ指導者賞他受賞。ピアノ学習者の為の室
内楽導入書『しつないがく-はじめの一歩-』（東音企画／全5巻）を出版。また2004年よ
り，親しみやすい形でクラシック音楽を紹介するコンサート『音楽の宝箱』を各地で展開。
現在，演奏活動，教授活動の他，各種コンサートの審査，演奏法・指導法講座や室内楽研修
会の講師を各地で行っている。ミュージック・スタジオC特別顧問，（社）日本演 奏連盟会
員，（社）全日本ピアノ指導者協会評議員。同協会指導法 研究委員会アンサンブルグルー
プ・チーフ。ジャスミンKOMAEステーション代表。昭和音楽大学非常勤講。
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今年からピアノ五重奏・弦楽四重奏伴奏ピアノコンチェルトも体験可能です。



２　共演者

◎ 清水醍輝先生（ヴァイオリン）
1984年日本学生音楽コ
ンクール中学生の部東
日 本 大 会 第 2 位 受
賞。1988年日本音楽コ
ンクール第１位受賞、
レウカディア賞、鷲見
賞、国際コンクールの
為の特別賞、増沢賞を
併せて受賞。1989年
「若い芽のコンサー
ト」にてNHK交響楽団
と共演。桐朋女子高等
学校音楽科、桐朋学園
大学音楽部を首席で卒
業し、ウィーン市立音楽

院に留学。 安田生命クォリティー・オブ・ライ
フ文化財団、又、文化庁より在外研修員として、
奨学金を受ける。在学中、コンセルヴァトリウム
オーケストラと共演。ドイツ、フランス、アメリ
カにてリサイタルを行う。1998年に帰国。鎌倉
ゾリステン、JTアートホー ルシリーズ、紀尾井シ
ンフォニエッタ東京、サイトウキネンオーケスト
ラ、等多数出演。2001年11月まで、新日本フィ
ルハーモニー交響楽団のコンサートマスターとし
て活躍。その他、東京フィルハーモニー交響楽
団、神奈川フィルハーモニー交響楽団、大阪シン
フォニカー、関西フィルハーモニー管弦楽団、仙
台フィルハーモニー管弦楽団、等のゲストコン
サートマスターも務め、多方面に渡り活躍してい
る。日本演奏家連盟会員。

◎ 篠崎由紀先生（チェロ）
音楽教育の専門家である両親の指導のもと5才よ
りチェロをはじめる。桐朋女子高等学校音楽
科、及び桐朋学園大学音楽学部を卒業。
ウィーン市立音楽院を経て、ドイツ国立トロッシ
ンゲン音楽大学を首席で卒業。在学中より、
ヨーロッパ各地でリサイタルやオーケストラとの
共演等を行い注目を浴びる。また、フライブル
グ音楽祭、コンスタンツ音楽祭、フライブルグ
コンチェルトハウス開館１周年祭の他、多数の
音楽祭に招待される。その演奏は「美しく響く
その音色と深い音楽に会場は包まれ、聴衆は圧
倒的に魅了された・・・」（ドイツ・バーディッ
シュ紙）と絶賛された。2001年帰国後、ソロ、
室内楽で日本各地のコンサートに多数出演。Ｎ
響他、日本を代表するオーケストラの国内、海外

公演にて演奏。また、トウキョウ・モーツァルト・プレイヤーズ、ジャパ
ンヴィルトゥオーゾオーケストラ、スーパー・チェロ・アンサンブル・ト
ウキョウ、大晦日に行われているベートーヴェン交響曲全曲演奏会など多
数参加。国内外の著名な演奏家との共演も数多く、音楽に対する姿勢を
高く評価され絶大なる信頼を得ている。その他の分野での活動にも積極
的で、年間数百曲の映画・ＣＭ・ドラマ等インストゥルメンタル作品や
Ｊ-pop他多岐に渡るアーティストのCDレコーディングを行う他、坂本龍
一等、多数のアーティストのツアーにも参加している。
一方、両親からの影響で、音楽教育についても深い興味を持ち、個人指導
のみならず、ピアニストの為の室内楽クラス、三鷹ジュニアフィルでの指
導、子供の為のアンサンブル教室「アマービレ」を主宰にする等、アンサ
ンブルを通じた音楽教育にも力を入れている。Ｓｈｉｎｏｚａｋｉ　Ｍｕ
ｓｉｃ　 Ａｃａｄｅｍｙ代表。これまでに篠崎美樹、篠崎永育の両名、
及び貞国克己、木越洋、アダルベルト・スコチッチ、ミヒャエル・ヘル、
故ゲルハルト・ハーマンの各氏に師事。

◎ 小林知弘先生（ヴァイオリン）
北九州市出身。５歳よ
りヴァイオリンを始め
る。
長崎大学教育学部芸術
文化コース卒業。現在、
同大学大学院教育学研
究科在学中。
２００６年より、ア
コースティックユニット
「 Ｂ ａ ｌ ｌ ｏ ｎ　
ｄ ’ o r （ バ ロ ン ド ー
ル）」メンバーとして、
九州各地で活動する。
  これまでに、長崎ハウ
ステンボス、長崎ケーブ

ルメディアのＣＭにバロンドールオリジナル曲が
起用される。
ヴァイオリン・ヴィオラを松村信明、中村美穂、
菅家恭子、加納暁子、平石謙二の各氏に師事。
第３７回長崎県新人演奏会出演 優秀賞。ＯＭＵ
ＲＡ室内合奏団団員。

◎ 長嶋拓生先生（ヴィオラ）
諫早市出身。武蔵野音楽大学卒業。同大学院修
了。
ヴァイオリン・ヴィオラをU・コッホ、磯良
男、菅沼準二、福原二郎、高平純、後藤悠仁、
須田祥子、S・ナジの各氏に師事。
室内楽をU・コッホ、磯良男、迫昭嘉、松原勝
也、C・ドル、Z・ティバイ、高平純、K・ベル
ケシュ、R・ダヴィドヴィッチの各氏に師事。指
揮法を長谷川朝雄、長瀬清正、前田淳、野口芳
久の各氏に師事。 
ハンガリー国立リスト音楽院サマーセミナー、
ブダペスト・スプリング・フェスティバルに参
加。在学中選抜学生オーケストラで首席奏者を
務める。また選抜学生による「室内楽の夕べ」
に出演。ウラディミール・アシュケナージ監

修・指揮のラフマニノフプロジェクトに出演。「日本の作曲家」コンサー
トにて初演を行い、NHK-FMにて放送される。０１、０２年武蔵野音楽
大学室内楽公開講座に出演。０３～０６年茨城県立水戸第三高等学校音
楽科弦合奏非常勤講師。
　 日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、東京
交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、仙台フィルハーモ
ニー管弦楽団、九州交響楽団、山形交響楽団、群馬交響楽団の各オケにエ
キストラ奏者として参加。また横浜みなとみらいにて室内楽コンサートに
出演する等、オーケストラや室内楽で幅広く活動中。 
　 現在OMURA室内合奏団首席ヴィオラ奏者。アンサンブル・セープメン
バー。活水高校音楽科非常勤講師
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３　あわせ＆レッスンの形態

弦奏者とのあわせ＆アドバイザー多喜先生によるレッスン

● 日時：２００９年１２月１９日（土）
　　　　　数名ずつ，公開のグループレッスンになります。
　　　　　レッスンスケジュールについては申し込み締め切り後決定し連絡します。
● 会場：島原ステーション事務局（中村ピアノ教室）

４　共演可能曲とレベル

島原ステップでの共演可能曲につきましては，後のページをご参照いただき，選曲し
てください。共演者とレベルにより，以下のように分かれています。

【デュオ１】　ステップの人気曲を中心に弦楽器のオブリガートをつけた作品
【デュオ２】　弦楽器とのデュオ作品
【デュオ３】　弦楽器との本格的なデュオ作品
【トリオ１】　トリオ導入のための優しい作品
【トリオ２】　親しみやすい楽曲をトリオ形式に編曲した作品
【トリオ３】　弦楽器との本格的なトリオ作品
【ピアノ五重奏または弦楽四重奏伴奏ピアノコンチェルト】

５　参加料

通常のステップ参加料＋共演・レッスン料
（弦奏者との前日合わせ＆当日共演料＋前日アドバイザーレッスン費を含む）

＊数名ずつ，公開のグループレッスンとなります。

前日・当日共演＆レッスン料 あわせ＆レッスン時間目安

デュオ１ 　5,000円 ５名 /１時間
デュオ２ 7,000円 ４名/１時間
デュオ３ 13,000円 ２名/１時間
トリオ１ 　7,000円 ５名 /１時間
トリオ２ 11,000円 ３名/１時間
トリオ３ 16,000円 ２名/１時間

ピアノ五重奏 37,000円 ２名/１時間
ピアノコンチェルト

ショパン第一楽章に限り 57,000円 1名/45分

※ 通常のステップ参加料（本部振込分）とは別に当企画の参加料（島原ステーション
振込）が必要となります。お間違いのないようご注意下さいませ。
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６　申込の手順

以下の（１）（２）の２つの申込が必要です。

（1） ステップに申し込む（ステップ参加要項参照）

〆切り日：１１月１６日（月）必着
送 り 先：ピティナ本部事務局　〒170-8458　東京都豊島区巣鴨１-１５-１
方　　法：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　　　　　　　　　　
　　　　　振り込み用紙にてお振込の上，郵送してください。

（2） 室内楽体験に申し込む

〆切り日：１０月１９日（月）必着
送 り 先：PTNA島原ステーション　FAX:0957-86-3012 
方　　法：共演料振込後，下記の申込書に記入し，FAXまたは郵送にてお送り下
　　　　　さい。
【共演料振込先】ゆうちょ銀行　口座番号：０１７２０-９-１１７０２８
　　　　　　　　　　　　　　　加入者名：PTNA 島原ステーション

※ お問い合わせ
PTNA島原ステーション　代表 中村美穂
〒859-2502　長崎県南島原市口之津町甲1617
TEL&FAX 0957-86-3012
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共演可能曲
PTNA島原ステーション

●デュオ１（初級） おなじみのピアノ曲に弦楽器のオブリガートが付いた作品です
ヴァイオリンのオブリガート付きピアノ曲

4001-001 バイエル：第76番「小犬とおさんぽ」(バイエル編)
4001-002 バイエル：第78番「ピクニックへ行こう！」(バイエル編)
4002-001 バスティン：スペインのダンサー　(バスティン編)
4002-002 バスティン：ハーモニックブルース　(バスティン編)
4003-001 ブルグミュラー：25の練習曲より第2番「アラベスク」(ブルグミュラー編)
4003-002 ブルグミュラー：25の練習曲より第10番「やさしい花」(ブルグミュラー編)
4004-001 バッハ：メヌエット BWV.Anh.114 ト長調　(バロック編)
4004-002 クリーガー：メヌエット　イ短調　（バロック編）
4005-001 ル・クーペ：「祈り」ピアノの練習ＡＢＣより第11番　(名曲編)
4005-002 ベートーヴェン：ソナチネト長調　第1楽章　（名曲編）
4005-003 外国曲・田中雅明編曲：砂漠のバラ　(名曲編)

チェロのオブリガート付きピアノ曲
4001-003 バイエル：第77番「木陰でおひるね」(バイエル編)
4001-004 バイエル：第91番「不思議なランプ」(バイエル編)
4002-003 バスティン：ハロウィンの魔女　(バスティン編)
4002-004 バスティン：タランテラ　(バスティン編)
4003-003 ブルグミュラー：25の練習曲より第4番「子供の集会」(ブルグミュラー編)
4003-004 ブルクミュラー：25の練習曲より第5番「無邪気」(ブルグミュラー編)
4004-003 モーツァルト：メヌエット ヘ長調　KV.2(バロック編)
4004-004 ヘンデル：ブーレ　ト長調(バロック編)
4005-004 ギロック：秋のスケッチ　(名曲編)
4005-005 中田喜直：夕方のうた　(名曲編)
4005-006 リヒナー：短い物語　(名曲編)

　
●デュオ２（中級） 弦楽器とのデュオ名曲です
ヴァイオリンとピアノのデュオ作品

4016-001 マリ：金婚式
4017-001 モーツァルト：メヌエット K.64
4018-001 ドヴォルザーク：ユモレスク
4019-001 マスネ：タイスの瞑想曲　
4020-001 モンティ：チャールダッシュ
4021-001 エルガー：愛の挨拶
4022-001 クライスラー：愛の哀しみ　
4023-001 クライスラー：愛の喜び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　「バイオリン名曲３１選」（ドレミ）より
4008-001 クーラウ：ソナチネ　Op.88-1
4008-002 クーラウ：ソナチネ　Op.88-2
　　　　　　　　　　　　　　　　ソナチネアルバム第2巻初版および初期楽譜に基づく校訂版』（全音）より
5001-001 加古隆/多喜美穂：黄昏のワルツ(楽譜はchamber@piano.or.jpまでお問合せ下さい)

　 5005-001 久石譲: 「風の谷のナウシカ」 (オープニング)
    5005-002 久石譲: 「となりのトトロ」より さんぽ
    5005-003 久石譲: 「魔女の宅急便」より 海の見える街
    5005-004  J.デンバー他:「耳をすませば」より カントリー・ロード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上４曲は『スタジオジブリ作品集』(ヤマハ)より
チェロとピアノのデュオ作品（各社版）　　　　　　　　　　

4025-001 スメタナ：モルダウ
4026-001 チャイコフスキー：感傷的なワルツ
4027-001 サン＝サーンス：白鳥　
4028-001 シューマン：トロイメライ
4029-001 シューベルト：セレナーデ　
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4030-001 フォーレ：夢のあとに　
5008-001 フォーレ：シシリエンヌ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上「チェロ名曲３１選」（ドレミ）より
5007-001 L.ハーライン:星に願いを
5007-004 A.メンケン:美女と野獣
　　　　　　　　　　　　　以上「たのしく弾けるチェロディズニー作品集」（ヤマハミュージックメディア）より

●デュオ３（上級）弦楽器との本格的なデュオ名曲です
ヴァイオリンとピアノのデュオ作品（各社版）

4027-001 サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソOp.28
4028-001 モーツァルト:ヴァイオリンソナタKV.301ト長調第1楽章
4029-001 モーツァルト：ヴァイオリンソナタKV.304ホ短調第1楽章
4030-001 ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」Op.24第1楽章
5034-001 ヴィエニアフスキー：華麗なるポロネーズOp.4　D-dur（全音出版：演奏会用ヴァイオリン名曲集Vol.

2、他各社版）
5035-001 ヴィエニアフスキー/スケルツォタランテラ　Op.16（全音出版：演奏会用ヴァイオリン名曲集Vol.3、

他各社版）

チェロとピアノのデュオ作品（各社版）
4037-001 サン＝サーンス：アレグロ・アパッショナートOp.43
4038-001 ベートーヴェン：魔笛の主題による７つの変奏曲 WoO.46
4039-001 ベートーヴェン：チェロソナタ第3番Op.69第1楽章
4040-001 ブラームス：チェロソナタ第1番Op.38　第1楽章
4041-001 ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ(原典版)

●トリオ１（初級）トリオの導入に最適な曲です。楽譜は平易ですが仕上がりは大人っぽい感じ
4007-001 ロシェロール：古いレース
4007-002 ロシェロール：デイドリーム
4007-003 ロシェロール：インディアンの伝説
4007-004 ロシェロール：パレード
4007-005 ロシェロール：沈みゆく太陽
4007-006 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
4045-001 C.H.グラウン：アレグロ　ヘ長調
4045-002 J.B.ヴァンハル：トリオ　ヘ長調
4045-003 L.モーツァルト：アンダンテ　イ長調
4045-004 ハイドン：プレスト　イ長調
4045-005 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
9999-999 Bring a Torch, Jeanette Isabella
9999-999 The First Noel
9999-999 A Holly Jolly Christmas
9999-999 It Came Upon a Midnight Clear
9999-999 Jingle Bells
9999-999 O Holly Night
9999-999 Rudolph, the Red-NosedReindeer
9999-999 Silent Night
9999-999 What Child Is This?

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

●トリオ２（中級）おなじみの曲を元にしたトリオの面白さを充分に楽しめる作品など。
4006-001 シューマン ／小山和彦編曲：楽しき農夫
4006-002 シューマン ／小山和彦編曲：勇敢な騎士
4006-003 チャイコフスキー／小山和彦編曲 ：甘い夢
4006-004 フランス民謡／小山和彦編曲：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
5011-001 ブルグミュラー:牧歌
5011-002 ブルグミュラー:小さな嘆き
5011-003 ブルグミュラー:天使の声
5011-004 テュルク:アリエッタ
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　　　　　　　　　　　　　　　　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
4133-001 J.S.バッハ/小山一彦編曲:2つのメヌエット
4133-002 W.A.モーツァルト小山一彦編曲:メヌエット
4133-003 W.A.モーツァルト小山一彦編曲:アレグロ
4133-004 F.ブルグミュラー小山一彦編曲: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 
4160-001 ハスリンガーのソナチネより第1楽章 江崎光世監修/小山和彦編
4161-001 ケーラーのソナチネOp.300より第1楽章 江崎光世監修/小山和彦編
4162-001 クーラウのソナチネOp.55-1より第1楽章 江崎光世監修/小山和彦編
4163-002 クレメンティのソナチネOp.36-4より第2楽章 江崎光世監修/小山和彦編　　　　　　　　
4164-001 ベートーヴェンのソナチネヘ長調より第2楽章 江崎光世監修/小山和彦編　
　　　　　　　　　　　　　　　　以上５曲「ピアノトリオで弾くソナチネ」（ミュッセ）より
5025-001 はじめから今まで 
5025-002 My Memory 
5025-003 あなただけが 
5025-004 初めて 
5025-005 始まり 　　　　　　　以上５曲「冬のソナタ」（ヤマハミュージックメディア）より
4010-001 ビートルズ／宮川彬良編曲：The Long And Winding Road
　　　　　　　　　　　　　　　「ピアノトリオコレクション ビートルズ１」ヤマハ音楽振興会より
4013-001 サティ／中山育美編曲：ジムノペティ
4014-001 サン＝サーンス／中山育美編曲：白鳥　
4015-001 バッハ = グノー／中山育美編曲：アヴェ・マリア
4046-001 サティ／中山育美編曲：ジュ・トゥ・ヴ
　　　　　　　　　　　　　　　以上４曲「TRIOの愉しみⅠ」中山育美編曲　（アーク出版）より
4009-001 クレンゲル:ピアノトリオOp.35-1各楽章(Breitkopf版) 

●トリオ３（上級）本格的なトリオ作品より
4042-001 モーツァルト：ピアノ三重奏曲 変ロ長調K.254第1楽章（各社）
4043-001 ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第４番 変ロ長調 Op.１１「街の歌」（各社）終楽章
4044-001 メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 Op.49（各社）第1楽章
4009-001 クレンゲル：ピアノトリオOp.35-2(Breitkopf版) 第1楽章

●ピアノ五重奏または弦楽四重奏伴奏ピアノコンチェルト
9999-999 ショパン　ピアノコンツェルト　Op.11 各楽章
9999-999 モーツァルト　ピアノコンツェルト　KV.413
9999-999 　　　　　　〃　　　　　　　　　　KV.415
9999-999 　　　　　　〃　　　　　　　　　　KV.449　　各楽章
9999-999 フォーレ　ピアノ五重奏曲　Op.89  各楽章
9999-999 ドヴォルザーク　ピアノ五重奏曲　Op.81　各楽章

＊上記の共演可能曲以外でも相談に応じます。
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2 0 0 ９ 年
島 原 S T E P 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：　　　　　　　　　　　FAX：

参加ステップ フリー（　　）分 申込番号
共演形態

（○をつけて下さ
い）

デュオ１，デュオ２，デュオ３，トリオ１，トリオ２，トリオ３
ピアノ五重奏

演奏曲目・コード -
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⇧　FAX:0957-86-3012　⇧


