
茨城国際音楽アカデミーinかさま　公開レッスン受講曲目

講師 講師

午
前

10：30～

24の前奏曲 作品28より 第
10,11,12,13番

練習曲　作品25-11

14：00～ AV-12 近藤 ほなみ ヒンデミット ヴァイオリン　ソナタ AP-14 齋藤 陽花 ベートーヴェン
ピアノ･ソナタ 第21番 「ワルトシュタ
イン」
 作品53 第1楽章

14：45～ AV-13 下野園 ひな子 プロコフィエフ
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調
作品19 第1楽章

AP-15 石川 奈々歩 ショパン 幻想曲

16：00～ AV-4 小川 恭子 シューマン 幻想曲 ハ長調 作品131 AP-3 望月 晶 ショパン スケルツォ 第3番 作品39

ハイドン
ピアノ･ソナタ 第59番 変ホ長調
 Hob.XVI-49 第1楽章

リスト
3つの演奏会用練習曲　S.144より
第3曲「ため息」

17：30～ AV-7 石川 未央 ヴィエニアフスキ
グノーの「ファウスト」による
華麗なる幻想曲

AP-29 藤﨑 真央 ハイドン
ピアノ･ソナタ 第60番 ハ長調
Hob.XVI-50 第1楽章

18:15～ AV-8 田中 友梨 フバイ カルメン幻想曲 AP-30 深津 天馬 ショパン
アンダンテスピアナートと
華麗なる大ポロネーズ 作品22

※レッスン曲目は変更になる場合があります。

３月２１日（水・祝）

時間
ヴァイオリン≪第４研修室≫ ピアノ≪第6研修室≫

受講生 曲目 受講生 曲目

開校式・オリエンテーション

午
後
①

13：15～ AV-28 飛田 和華 ショーソン 詩曲 作品25

辰巳

AP-12 中嶋 玲奈 ショパン

岡本

午
後
②

ブロン 村上

16：45～ AV-6 高麗 愛子 ヴィエニアフスキ
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ長調
作品22 第1楽章

AP-28 田口 亜瑚



茨城国際音楽アカデミーinかさま　公開レッスン受講曲目

講師 講師

パガニーニ カプリス

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　第1･2楽章

10：45～ AV-26 田村 咲葉 サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 第3楽章 AP-6 小山田 朱里 ハイドン ピアノ･ソナタ ヘ長調 Hob.XVI-23

11：30～ AV-10 後藤 康 シューベルト ヴァイオリン･ソナタ D574 AP-7 杉本 眞子 メンデルスゾーン 厳格な変奏曲 ニ短調 作品54

13：15～ AV-7 石川 未央 ブラームス ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調 AP-13 村上 瑠理 タネーエフ 前奏曲とフーガ 嬰ト短調 作品29

14：00～ AV-28 飛田 和華 ショーソン 詩曲 作品25 AP-24 岡本 奈桜 リスト リゴレット･パラフレーズ

14：45～ AV-29 大野 有佳里 プロコフィエフ
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調
作品63 第1楽章

AP-26 島村 麻友香 ベートーヴェン
ピアノ･ソナタ 第22番
ヘ長調 作品54

シューベルト 即興曲 作品142-3 変ロ長調

ショパン バラード　第1番　作品２３　ﾄ短調

16：45～ AV-15 沓内 香純 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 AP-2 尼子 裕貴 ショパン バラード 第4番 ヘ短調 作品52

17：30～ AV-17 菊地 美奈 シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 AP-3 望月 晶 ラフマニノフ
ピアノ･ソナタ 第2番 作品36
 第1楽章（1931年版）

18：15～ AV-24 宮﨑 真莉子 バルトーク ヴァイオリン協奏曲　第2番 AP-4 小林 萌花 ブラームス ピアノ･ソナタ 第3番 第1楽章

※レッスン曲目は変更になる場合があります。

３月２２日（木）

時間
ヴァイオリン≪第４研修室≫ ピアノ≪第6研修室≫

受講生 曲目 受講生 曲目

谷 昂登
ストラヴィンス

キー
「ペトルーシュカ」からの3楽章

村上

午
後
①

クシュ
ニール

伊藤

午
前

10：00～ AV-22 土井 遥

辰巳

AP-5

ブロン

AP-1 千葉 百香

岡本
午
後
②

16：00～ AV-12 近藤 ほなみ ヒンデミット ヴァイオリン　ソナタ



茨城国際音楽アカデミーinかさま　公開レッスン受講曲目

講師 講師

10：00～ AV-25 菊川 穂乃佳
サン=サーンス
（イザイ編）

ワルツ形式の練習曲によるカプリス 作品
52-6

AP-16 竹田 美奈子 ラフマニノフ
ピアノ･ソナタ 第2番
第2,3楽章（1931年版）

10：45～ AV-27 今高 友香 モーツァルト
ヴァイオリン･ソナタ 変ロ長調
 KV378

AP-17 武藤 寧音 リスト
ハンガリー狂詩曲 第12番
S.244

11：30～ AV-11 波多江 真里菜 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 第1楽章 AP-25 高橋 瞳輝子 ラフマニノフ 楽興の時 第3,4番

13：15～ AV-13 下野園 ひな子 プロコフィエフ
ヴァイオリン協奏曲 第1番
 ニ長調 作品19 第1楽章

AP-9 折原 季枝 シューベルト
さすらい人幻想曲 作品15
第1,2楽章

14：00～ AV-15 沓内 香純 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 AP-22 鈴木 聡太 シューベルト さすらい人幻想曲

14：45～ AV-17 菊地 美奈 シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 AP-13 村上 瑠理 ショパン バラード 第1番 ト短調 作品23

16：00～ AV-20 山賀 聖太 シベリウス
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
作品47 第1楽章

AP-5 谷 昂登 シューマン 幻想小曲集 作品12

パガニーニ
ヴァイオリン協奏曲 第1番
ニ長調 第1楽章（一部省略）

グリーグ ヴァイオリン ソナタ　1番　1楽章

17：30～ AV-23 青山 暖 ヴィヴァルディ 「四季」より 夏 AP-7 杉本 眞子 ラヴェル 夜のガスパール より 3.「スカルボ」

18：15～ AV-27 今高 友香 モーツァルト
ヴァイオリン･ソナタ 変ロ長調
KV378

AP-8 和泉 貴子 ドビュッシー
前奏曲 第1巻より 5.「アナカプリの
丘」7.「西風の見たもの」
12.「ミンストレル｣

※レッスン曲目は変更になる場合があります。

受講生 曲目

午
前

辰巳 村上

午
後
①

クシュ
ニール

岡本

３月２３日（金）

時間
ヴァイオリン≪第４研修室≫ ピアノ≪第6研修室≫

受講生 曲目

午
後
②

ブロン
ペヌ
ティエ

16：45～ AV-21 吉村 美智子 AP-6 小山田 朱里 スクリャービン
ピアノ･ソナタ 第9番 「黒ミサ」
作品68



茨城国際音楽アカデミーinかさま　公開レッスン受講曲目

講師 講師

10：00～ AV-1 服部 百音 ブラームス
ヴァイオリン･ソナタ 第2番
イ長調 作品100

AP-4 小林 萌花 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 第3楽章

10：45～ AV-3 東 亮汰 フバイ カルメン幻想曲 AP-22 鈴木 聡太 リスト 超絶技巧練習曲 第6,7番

11：30～ AV-7 石川 未央 ヴィエニアフスキ
グノーの「ファウスト」による
華麗なる幻想曲

AP-23 杉浦 僚馬 リスト
巡礼の年　第2年「イタリア」より
「ダンテを読んで－ソナタ風幻想曲」

ショパン 練習曲 作品10-4

J.Sバッハ
平均律第1巻より　第9番
ホ長調　BWV854

14：00～ AV-27 今高 友香 モーツァルト
ヴァイオリン･ソナタ 変ロ長調
KV378

AP-20 森田 凪 ベートーヴェン ピアノ･ソナタ 第16番

14：45～ AV-23 青山 暖 プロコフィエフ
5つのメロディー 作品35より
第1,2,3番

AP-21 市村 ひかり ショパン ピアノ・ソナタ第3番　第1楽章

ハイドン
ピアノ･ソナタ ニ長調
Hob.XVI-24 第1楽章

ショパン 練習曲 作品１０－８

フバイ カルメン・ファンタジー

ヴィエニアフスキ ヴァイオリン協奏曲 第2番

17：30～ AV-9 大久保 瑠名 ブルッフ
ヴァイオリン協奏曲 第1番
ト短調 作品26

AP-16 竹田 美奈子 シューベルト
即興曲 作品90 D.899
第1楽章

18：15～ AP-17 武藤 寧音 リスト
ハンガリー狂詩曲 第12番
 S.244

※レッスン曲目は変更になる場合があります。

３月２４日（土）

時間
ヴァイオリン≪第４研修室≫ ピアノ≪第6研修室≫

受講生 曲目 受講生 曲目

午
前

辰巳 村上

午
後
①

13：15～ AV-11 波多江 真里菜 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 第2楽章

クシュ
ニール

AP-18 小山 七世

岡本

午
後
②

16：00～ AV-6 高麗 愛子 シューベルト
ヴァイオリン･ソナタ ト短調
 D.408 作品137-3 第1-4楽章

クシュ
ニール

AP-14 齋藤 陽花

ペヌ
ティエ

16：45～ AV-8 田中 友梨 AP-15 石川 奈々歩 フォーレ ノクターン 第5番



茨城国際音楽アカデミーinかさま　公開レッスン受講曲目

講師 講師

J.S.バッハ 平均律第1巻より 第22番

ラフマニノフ ピアノ・ソナタ　第2番　作品36

10：45～ AV-2 河井 勇人 シューマン
ヴァイオリン･ソナタ 第2番
ニ短調 作品121

ピアノ･ソナタ 作品143 第3楽章

ベートーヴェン:ピアノ･ソナタ第18番
第1・4楽章

AP-28 田口 亜瑚 リスト
3つの演奏会用練習曲 S.144より
 第2曲「軽やかさ」

13：15～ AV-29 大野 有佳里 バルトーク
ヴァイオリン･ソナタ 第1番
 Sz.75 第3楽章

AP-19 矢野 滉士郎 ショパン バラード 第1番 作品23 ト短調

14：00～ AV-21 吉村 美智子 グリーグ
ヴァイオリン･ソナタ 第1番
ヘ長調 第1楽章

AP-21 市村 ひかり シューマン 謝肉祭 作品9

パガニーニ カプリス

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　第2.3楽章

ショパン 練習曲10-1

スクリャービン 作品８－１２

ヴィエニアフスキ エチュード･カプリス 作品18-4

J.S.バッハ
ヴァイオリン・ソナタ　第3番　ホ長調
BWV1016　第3,4楽章

17：30～ AV-24 宮﨑 真莉子 J.S.バッハ パルティータ 第2番より シャコンヌ AP-25 高橋 瞳輝子 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲 第2番
作品18 第1楽章

18：15～ AV-25 菊川 穂乃佳 シベリウス
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
作品47 第1楽章

AP-30 深津 天馬 ショパン
アンダンテスピアナートと
華麗なる大ポロネーズ 作品22

※レッスン曲目は変更になる場合があります。

AV-16 千葉 水晶 エルガー

３月２５日（日）

時間
ヴァイオリン≪第４研修室≫ ピアノ≪第6研修室≫

受講生 曲目 受講生 曲目

ヴァイオリン･ソナタ 作品82

午
後
①

辰巳
ペヌ
ティエ

14：45～ AV-22 土井 遥 AP-22 鈴木 聡太 ラヴェル

澤

AP-10 守永 由香

岡本

AP-27 鈴木 萌遥 シューベルト

午
前

10：00～ AV-1 服部 百音 イザイ 無伴奏ヴァイオリン･ソナタ 第4番

11：30～

鏡 より 「道化師の朝の歌」

午
後
②

16：00～ AV-19 渡邊 響 メンデルスゾーン
ヴァイオリン協奏曲 作品64
第1楽章

澤

AP-23 杉浦 僚馬

ペヌ
ティエ

16：45～ AV-23 青山 暖 AP-24 岡本 奈桜 シューマン ピアノ･ソナタ 第2番



茨城国際音楽アカデミーinかさま　公開レッスン受講曲目

講師 講師

10：00～ AV-16 千葉 水晶 ショスタコーヴィチ ヴァイオリン･ソナタ 作品134 AP-9 折原 季枝 シューベルト
さすらい人幻想曲 作品15
第3,4楽章

ピアノ･ソナタ 第1番 作品11

アラベスク　作品１８

11：30～ AV-18 村田 夏帆 ヴィエニアフスキ
ファウストの主題による
華麗なる幻想曲 作品20

AP-12 中嶋 玲奈 ショパン
24の前奏曲 作品28より 第
10,11,12,13,14,15,16番

リスト
パガニーニ大練習曲 第2曲
「オクターヴ」

ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ第23番　ヘ短調
作品５７「熱情」第2，3楽章

14：00～ AV-3 東 亮汰 ブラームス
ヴァイオリン協奏曲　ニ長調
作品77

AP-19 矢野 滉士郎 シューマン
ウィーンの謝肉祭の道化
作品26より 第1,2,3番

ヴィエニアフスキ
ヴァイオリン協奏曲 第1番
作品14 第1楽章

ショスターコヴィチ
ヴァイオリン協奏曲　第1番　作品77
カデンツァ、第4楽章　ブルレスケ

16：00～ AV-14 橋本 結登 メンデルスゾーン
ヴァイオリン協奏曲 作品64 第2版
,1845 第1楽章

AP-20 森田 凪 ショパン スケルツォ 第4番

パガニーニ ヴェニスの謝肉祭

ショスタコーヴィチ ヴァイオリン･ソナタ 作品134

17：30～ AV-1 服部 百音 ブラームス
ヴァイオリン・ソナタ　第2番
イ長調　作品100

AP-29 藤﨑 真央 リスト
3つの演奏会用練習曲 S.144より
 第3曲「ため息」

18：15～ AV-5 土岐 祐奈 ブラームス ヴァイオリン･ソナタ 第3番 ニ短調 AP-1 千葉 百香 ショパン バラード 第1番 作品23 ト短調

※レッスン曲目は変更になる場合があります。

３月２６日（月）

時間
ヴァイオリン≪第４研修室≫ ピアノ≪第6研修室≫

受講生 曲目 受講生 曲目

午
前

辰巳 伊藤
10：45～ AV-17 菊地 美奈 シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 AP-10 守永 由香

午
後
①

13：15～ AV-2 河井 勇人 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

クシュ
ニール

AP-11 勝元 和花奈

岡本

14：45～ AV-19 渡邊 響 AP-26 島村 麻友香 ブラームス
パガニーニの主題による
変奏曲 作品35 第1集

シューマン

午
後
②

ブロン
ペヌ

ティエ

16：45～ AV-16 千葉 水晶 AP-28 田口 亜瑚 ショパン バラード 第3番 変イ長調 作品47



茨城国際音楽アカデミーinかさま　公開レッスン受講曲目

講師 講師

10：00～ AV-11 波多江 真里菜 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 第2楽章 AP-14 齋藤 陽花 シューマン アレグロ ロ短調 作品8

10：45～ AV-20 山賀 聖太 シベリウス
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
 第1楽章

AP-15 石川 奈々歩 フォーレ ノクターン　第5番

パガニーニ
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調
第1楽章（一部省略）

グリーグ ヴァイオリン ソナタ　1番　1楽章

ドビュッシー ソナタ ト短調

ドヴォルザーク
ヴァイオリン協奏曲　イ短調　作品53
第1・2楽章

シューマン 幻想曲　ハ長調　作品131

サン=サーンス ハバネラ

J.S　バッハ
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ　第1番　ア
ダージョ、フーガ

14：45～ AV-26 田村 咲葉 サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 第3楽章 AP-18 小山 七世 モーツァルト
ピアノ･ソナタ 第3番 変ロ長調
KV281 第1楽章

16：00～ AV-9 大久保 瑠名 サラサーテ カルメン幻想曲 AP-2 尼子 裕貴 ショパン バラード 第4番 ヘ短調 作品52

16：45～ AV-10 後藤 康 ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 第4楽章 AP-8 和泉 貴子 ラヴェル
鏡 より 2.「悲しい鳥たち」
4.「道化師の朝の歌」

17：30～ AV-2 河井 勇人 シューマン
ヴァイオリン･ソナタ 第2番
ニ短調 作品121

AP-9 折原 季枝 ショパン 幻想ポロネーズ 作品61

ベートーヴェン ピアノ･ソナタ 第30番 作品109

ドビュッシー
12の練習曲より第6番
「8本の指のための」

※レッスン曲目は変更になる場合があります。

３月２７日（火）

時間
ヴァイオリン≪第４研修室≫ ピアノ≪第6研修室≫

受講生 曲目 受講生 曲目

午
前

澤 伊藤

11：30～ AV-21 吉村 美智子 AP-25 高橋 瞳輝子 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲 第2番 作品18
第2,3楽章

小林 萌花 ベートーヴェン
ピアノ･ソナタ 第21番
「ワルトシュタイン」 第3楽章

伊藤

14：00～ AV-5 土岐 祐奈 AP-17 武藤 寧音 ショパン

13：15～ AV-4 小川 恭子

澤

AP-4

練習曲 作品10-1,25-11

午
後
②

ブロン
ペヌ

ティエ

18：15～ AV-3 東 亮汰 フバイ カルメン幻想曲 AP-10

午
後
①

守永 由香



茨城国際音楽アカデミーinかさま　公開レッスン受講曲目

講師 講師

10：00～ AV-5 土岐 祐奈 ブラームス ヴァイオリン･ソナタ 第3番 ニ短調 AP-11 勝元 和花奈 ショパン
ピアノ･ソナタ 第3番 ロ短調
作品58 第1,2楽章

10：45～ AV-20 山賀 聖太 シベリウス
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
作品47 第1楽章

AP-12 中嶋 玲奈 メンデルスゾーン
6つの前奏曲とフーガより
作品35-1 ホ短調

ラヴェル 鏡 より　「蛾」

シューベルト ピアノ・ソナタ　Op.143　第3楽章

※レッスン曲目は変更になる場合があります。

３月２8日（水）

時間
ヴァイオリン≪第４研修室≫ ピアノ≪第6研修室≫

受講生 曲目 受講生 曲目

午
後 ステューデントコンサート・フェアウェルパーティー・修了式

午
前

クシュ
ニール

ペヌ
ティエ

11：30～ AV-24 宮﨑 真莉子 バルトーク ヴァイオリン協奏曲　第2番 AP-27 鈴木 萌遥


