◇ごあいさつ
本日はお忙しい中、早稲田大学ショパンの会卒業演奏会にお越しいただき、誠にありがとうございます。
無事にこの日を迎えることができ、卒業生一同大変嬉しく思っています。私たちの大学生活の全てを込めた
魂の演奏を、最後までお楽しみいただけると幸いです。
早稲田大学ショパンの会

第39代幹事長

松本泰英

◇プログラム
第１部 (16:00〜16:35)
⽥澤 直樹 (Primo)
1

残酷な天使のテーゼ

佐藤英敏

river ﬂows in you

Yiruma

summer

久⽯譲

Mia & Sebastianʼs theme (from La La Land)

Justin Hurwitz

松本 泰英 (Secondo)

2

監物 真⼀郎

3

佐々⽊ 珠乃

⼈⽣のメリーゴーランド

久⽯譲

4

倉持 佑⾹

トリスタンとイゾルデ「愛の死」S.447

R.ワーグナー (Arr. F.リスト)

5

池⽥ 菜緒美

⽔の戯れ

M.ラヴェル

- 休憩(10分) -

第２部 (16:45〜17:20)
6

⽥澤 直樹

ノクターン 第2番 Op.9-2

F.ショパン

7

川崎 貴史

エチュード Op.10-3「別れの曲」

F.ショパン

8

池⽥ 菜緒美

エチュード Op.10-4

F.ショパン

エチュード Op.10-12「⾰命」

F.ショパン

9

岡本 理沙
エチュード Op.25-12「⼤洋」

F.ショパン

10

倉持 佑⾹

コンソレーション 第3番 S.172-3

F.リスト

11

佐々⽊ 珠乃

ベルガマスク組曲 第3曲「⽉の光」

C.ドビュッシー

- 休憩(10分) -

第３部 (17:30〜18:10)
12

⽥澤 直樹

バラード 第1番 Op.23

F.ショパン

13

岡本 理沙

バラード 第2番 Op.38

F.ショパン

14

⼤野 知樹

バラード 第3番 Op.47

F.ショパン

15

松本 泰英

バラード 第4番 Op.52

F.ショパン

- 休憩(10分) -

第４部 (18:20〜19:05)
16

川崎 貴史

即興曲 第4番 Op.66 (幻想即興曲)

F.ショパン

17

岡本 理沙

ピアノソナタ 第23番 Op.57 「熱情」 第1楽章

L.v.ベートーヴェン

vinyl

常⽥⼤希 (King Gnu)

落⽇

椎名林檎 (東京事変)

⻘春の瞬き

椎名林檎 (東京事変)

18

倉持 佑⾹

19

松本 泰英

ポロネーズ 第6番 Op.53「英雄」

F.ショパン

20

⼭⽥ 菜緒

ソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第4楽章

F.ショパン

※時刻は目安です。進行によって前後する可能性があります、予めご了承ください。

◇演奏曲紹介
1. 残酷な天使のテーゼ ／ 佐藤英敏
東京慈恵会医科大学 医学部 医学科 田澤直樹 (Primo)
早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科 松本泰英 (Secondo)

テレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のオープニングテーマとして老若男女問わず知られているアニ
メソング界の帝王。軽快なジャズアレンジの迫力ある演奏をお届けします。また、本演奏会唯一の連弾によ
る演奏をどうぞお楽しみください。

2. river ﬂows in you ／ Yiruma
summer ／ 久石譲
Mia & Sebastian's theme (from La La Land) ／ Justin Hurwitz
早稲田大学 文学部 日本史コース

監物真一郎

1曲目は「冬のソナタ」の挿入曲などで知られる韓国のピアニストYirumaによって2001年にリリースさ
れた一曲。2曲目のsummerは映画「菊次郎の夏」の主題歌として広く知られています。そして3曲目、映画
「ラ・ラ・ランド」より主要人物ミアとセブが出会うシーンで流れる代表的な一曲。

3. 人生のメリーゴーランド ／ 久石譲
早稲田大学 基幹理工学部 応用数理学科

佐々木珠乃

2004年公開の映画「ハウルの動く城」のメインテーマ。

4. トリスタンとイゾルデ「愛の死」S.447 ／ R.ワーグナー (Arr. F.リスト)
早稲田大学 基幹理工学部 応用数理学科

倉持佑香

R.ワーグナーによる楽劇「トリスタンとイゾルデ」の第3幕、愛する恋人を失ったイゾルデがトリスタン
の遺骸の上に崩折れる場面にて演奏される「愛の死」をF.リストが編曲したもの。

5. 水の戯れ ／ M.ラヴェル
早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工学科

池田菜緒美

M.ラヴェルによって1901年に作曲されました。当時は不協和音だという非難もあったものの、のちの印
象主義を予言するかのような繊細な水の表現がとても優れた一曲です。

6. ノクターン 第2番 Op.9-2 ／ F.ショパン
東京慈恵会医科大学 医学部 医学科

田澤直樹

ショパンのノクターンといえばこの曲！同じ旋律を何度も変奏していく穏やかな音色に癒されます。

7. エチュード Op.10-3「別れの曲」 ／ F.ショパン
早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空学科

川崎貴史

ショパン自身も「これ以上美しい旋律を作ったことはない」と語っているほど、芸術的なエチュード。他
のエチュードとは一味違う、穏やかで甘いメロディーをご堪能あれ。

8. エチュード Op.10-4 ／ F.ショパン
早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工学科

池田菜緒美

両手ともに急速な半音階、オクターブを超える分散和音が目まぐるしく交互に登場する難曲。音楽を聴い
ているのに瞬きを忘れるほどの情熱的な展開から目が離せません。

9. エチュード Op.10-12「革命」 ／ F.ショパン
エチュード Op.25-12「大洋」 ／ F.ショパン
上智大学 理工学部 物質生命理工学科

岡本理沙

それぞれショパンの練習曲集を締めくくる大曲。祖国ポーランドでの革命の失敗による首都ワルシャワの
陥落を聞いたショパンの精神状態が反映された「革命」。大波が迫ってくるようなアルペジオの連続の中に
一縷の希望が見える「大洋」。エチュードメドレーを締めくくるにふさわしい二曲です。

10. コンソレーション 第3番 S.172-3 ／ F.ショパン
早稲田大学 基幹理工学部 応用数理学科

倉持佑香

激動のエチュードメドレーを終え、一息つきましょう。コンソレーションとは「慰め」という意味。耽美
なメロディーはゆったりとした時の流れを感じさせます。

11. ベルガマスク組曲 第3曲「月の光」 ／ C.ドビュッシー
早稲田大学 基幹理工学部 応用数理学科

9/8拍子の優しく切ないメロディーが特徴的な夜想曲。静かに第２部を締めくくります。

佐々木珠乃

12. バラード 第1番 Op.23 ／ F.ショパン
東京慈恵会医科大学 医学部 医学科

田澤直樹

上智大学 理工学部 物質生命理工学科

岡本理沙

早稲田大学 教育学部 初等教育学科

大野知樹

早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科

松本泰英

13. バラード 第2番 Op.38 ／ F.ショパン
14. バラード 第3番 Op.47 ／ F.ショパン
15. バラード 第4番 Op.52 ／ F.ショパン

ショパンのバラードは基本的に3拍子系で、第1番が6/4拍子、第2番〜第4番は全て6/8拍子で書かれてい
ます。 詩人ミツキェヴィッチの詩からインスピレーションを受けていると言われており、4曲ともに極めて
ドラマティックで作品の規模は大きく、技術的にはいずれも困難なものに数えられる難曲です。弾く側も聴
く側も覚悟のいる曲だと思います。バラードメドレーを是非お楽しみください。

16. 即興曲 第4番 Op.66 (幻想即興曲) ／ F.ショパン
早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空学科

川崎貴史

数あるピアノ曲の中でも最も有名な曲の一つである幻想即興曲。ショパンの死後に、彼の友人であるユリ
アン・フォンタナにより遺作集として出版されました。計算され尽くした、右手と左手の心地良いリズムの
ズレにご注目。

17. ピアノソナタ 第23番 Op.57「熱情」 第1楽章 ／ L.v.ベートーヴェン
上智大学 理工学部 物質生命理工学科

岡本理沙

緩急のある主題の激しい移り変わりは、身分の差から結ばれない運命にあった貴族階級の恋人への思い、
かつ当時難聴に悩まされていたベートーヴェンの葛藤が感じられます。

18. vinyl ／ 常田大希 (King Gnu)
落日 ／ 椎名林檎 (東京事変)
青春の瞬き ／ 椎名林檎 (東京事変)
早稲田大学 基幹理工学部 応用数理学科

倉持佑香

1曲目は2017年にリリースされたKing Gnu初期の代表曲。2曲目は現在の東京事変のメンバーになってか
ら初めてリリースされたシングル「修羅場」のカップリング曲。3曲目は元は椎名林檎が栗山千明に提供し
た曲のセルフカバー。

19. ポロネーズ 第6番 Op.53「英雄」 ／ F.ショパン
早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科

松本泰英

最も有名なポロネーズであり、ショパンのピアノ曲の最高傑作といっても過言ではありません。起承転結
のはっきりした展開はまるで一つの物語を歌っているかのようです。全体を通してオクターブを連打する力
強さ、崇高さに心を揺さぶられることでしょう。

20. ソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第4楽章 ／ F.ショパン
早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済学科

山田菜緒

1844に作曲されたショパン後期の作品。短調の第一主題と、長調の第二主題のコントラストが独特な、
ロンド形式の一曲です。抒情的で劇的なフィナーレをお楽しみ下さい。

◇メンバー紹介

①
②
③
④

ピアノ歴
ピアノを始めたきっかけは？
あなたにとって音楽とは？
卒演に向けて意気込みを！（サークルに向けて一言）

演奏者
早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科（第39代幹事長）
① 14年
② 電子ピアノが家に来たから
③ 生活の一部、多くの喜びをもたらすもの
④ このサークルのおかげで自分を磨くことができ、多くの人と巡り会い、素晴らし
い大学生活を送ることができました。自分の大学生活の集大成として、自分を支え
てくれた全ての人に感謝し、悔いの残らない演奏をしたいと思います。

松本 泰英
早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空学科
（第39代副幹事長）
① 17年
② 家にピアノがあって、気がついたら習ってた。
③ 常に頭の中にあって欲しいもの。その曲やメロディによって、その時々の考え方
に良い影響を与えている。逆に頭に音楽が流れてない時は、冷静さを失っていた
り判断力が鈍っていたりする。
④ 僕はまだ卒業しないですが、同期と出来る最後の演奏会なので、最高の思い出に
します！自分なりに頑張って練習したので、最後まで楽しんで聴いて下さい！

川崎 貴史

大野 知樹

早稲田大学 教育学部 初等教育学科
① 14年
② 自分から始めたわけではないがヤマハに幼い時に通っ
ていたから。
③ 無かったら割と困るもの。
④ 失敗を恐れず、弾き遂げたい。4年間ショパンの会で
サークル活動できてとても楽しかったです。ありがとうご
ざいます！

早稲田大学 基幹理工学部 応用数理学科
① 18年
② 直感に身を任せて
③ 人生の記録器であり伴侶のようなもの
④ 卒演ということで思い入れの深い選曲です。邦楽
においては椎名林檎女史はじめアーティストの方々に尊敬の意を込めつ
つ、華々しくそして儚げに響かせるべく取り組んだつもりです。勿論、久々
のクラシックも力を入れております。足を運んでくださる皆様のご期待に添
えますよう努めます。

倉持 佑香

早稲田大学 基幹理工学部 応用数理学科
① 15年
② 家で母が弾いてるのを見たから
③ 一生飽きないもの
④ 楽しく弾きたいです！

佐々木 珠乃
早稲田大学 政治経済学部 国際政治経済学科
① 18年
② 母の影響
③ ずっと一緒にいた、親友のような存在。そのままの感情を表現できる拠り
所であり、どこにいても人と結びつけてくれる共通言語。
④ 最後はシンプルに「かっこいい」と思った曲を選びました。ここまでピア
ノをやらせてくれた両親、音楽の奥深さを教えてくれた先生方、この場に
きてくれた皆様に、感謝を込めて弾ききります。

山田 菜緒

上智大学 理工学部 物質生命理工学科
① 20年
② 物心ついた頃にはもう既に始めていました。
③ 自由な表現の場
④ 楽しんで弾きます！

岡本 理沙
監物 真一郎

早稲田大学 文学部 日本史コース
①9年
②習い事として
③変質的で見えない芸術
④情熱的な演奏が出来るように、感情を込めて弾きます。

早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工学科
① 19年
② 親がバレエかフルートかピアノのどれかを習わせようと迷い、ピアノに
なったそうです
③ 癒し
④ どちらも大好きな曲なので、練習の成果を出し切りたい
と思います。

池田 菜緒美

田澤 直樹
東京慈恵会医科大学 医学部 医学科
① 16年
② 親のスパルタ教育
③ 側室
④ このサークルで出会ったのは、今までの常識を覆す程に本当に素敵な人
達ばかりでした！大切な思い出を胸に、今日は先輩、後輩、そして同期のみ
んなに音楽を届けます！

そのほか（本日演奏しない卒業生）

早稲田大学 商学部（第39代会計）
① 17年
② 教室に通わされた
③ メシア
④ サークル活動本当に楽しかったです！みんなありがとう！

橋詰 拓士

早稲田大学 先進理工学部 電気・情報生命工学科
① 15年
② 姉の影響
③ それを探すために音楽と向き合っている
④ 3年ほど温かく関わってくださりありがとうございました。みんな
別々の道へ進むでしょうが頑張ってください。

島崎 康徳

上西 験
湘南工科大学 工学部 人間環境学科
① 0年
② 元々ピアノ自体は好きでした。他サークルの新歓でショパンの会の人に
誘われたのがきっかけです。
③ 花より音楽
④ 他大学な上、何もしてない僕にも居場所を作ってくれて嬉しいかぎりで
した。ありがとう。

ご来場ありがとうございました。
これからも早稲田大学ショパンの会を
よろしくお願いいたします。

早稲田大学ショパンの会

