
15日

番号 形態 パート 所属 名前 作曲者名 曲名
1 連弾 pri. 社会科学部2年 川上貴弘 木村カエラ Butterfly

sec. 商学部3年 栗原涼平
2 連弾 pri. 法学部2年 桂愛子 ビゼー 小組曲「こどもの遊び」より第3曲　お人形(子守歌)、第12曲　舞踏会(ギャロップ)

sec. 基幹理工学部3年 田村有希
3 ソロ 教育学部1年 菅原樹 メンデルスゾーン 無言歌集Op.38-6 「二重唱」

ショパン 24のプレリュードOp.28より第24番
4 ソロ 法学部1年 井手桃子 ベートーヴェン ピアノソナタ第8番「悲愴」　第1楽章
5 ソロ 日本女子大学1年 前田恵里 ドビュッシー 月の光
6 ソロ 文化構想学部1年 青木愛実 リスト コンソレーション第3番
7 ソロ 跡見女子学園大学3年 加藤友希 ショパン ワルツ第9番
8 ソロ 政治経済学部3年 重松和人 ラヴェル 水の戯れ
9 ソロ 東京藝術大学3年 蒲地あかり リスト 巡礼の年報第2年イタリア より 7.ソナタ風幻想曲「ダンテを読んで」

10 連弾 pri. 社会科学部3年 山岸祐基 久石譲 Oriental Wind
sec. 法学部3年 上坂望

11 連弾 pri. 社会科学部3年 関麻莉恵 サン＝サーンス 「動物の謝肉祭」より  フィナーレ
sec. 文学部3年 高畑亮一

12 ソロ 日本女子大学2年 北尾成美 ドビュッシー アラベスク第1番
13 ソロ 文化構想学部2年 佐々木さんご ドビュッシー 亜麻色の髪の乙女
14 ソロ 教育学部1年 関根有里子 メンデルスゾーン 春の歌
15 ソロ 文学部3年 橋口旅人 ショパン エチュード Op.10-3 ホ長調「別れの曲」
16 ソロ 先進理工学部3年 近藤慎吾 ベートーヴェン ピアノソナタ「悲愴」第2楽章

ショパン ワルツ2番 Op.34-1
17 ソロ 東京音楽大学3年 大久保沙織 ラフマニノフ 楽興の時　1番、4番
18 ソロ 法学部3年 今井圭孝 リスト メフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」 S.514

19 連弾 pri. 文学部3年 西村祐子 ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番より第2,3楽章
sec. 文化構想学部3年 佐々木かなえ

20 ソロ 先進理工学部3年 小林淳之介 ベートーヴェン ピアノソナタ第23番「熱情」　第3楽章
21 ソロ 基幹理工学部3年 山田佑輔 桑田佳祐 白い恋人たち

小林啓樹 Waltz For Ariah
22 ソロ 商学部3年 栗原涼平 ゴットシャルク プエルトリコの思い出
23 ソロ 文学部3年 井川弘毅 ジョン・ケージ エチュード・オーストラルズ第22番

ヤニス・クセナキス ヘルマ
24 ソロ 商学部3年 森明史 ロスラヴェッツ 5つの前奏曲より第4、5曲

麻枝准　 旅
プロコフィエフ ピアノ・ソナタ第6番『戦争ソナタ』より第4楽章

25 弾き語り 帝京大学2年 萩原奈津美 アンジェラ・アキ One melody
26 ソロ 成蹊大学2年 藤澤龍太郎 ヒナステラ アルゼンチン舞曲より2楽章「粋な乙女の踊り」、3楽章「荒くれ者ガウチョの踊り」
27 ソロ 政治経済学部2年 水浦雅晴 カプースチン 「8つの演奏会用エチュード」　より　「夢」
28 ソロ 基幹理工学部3年 矢吹潤 シューマン＝リスト 献呈
29 ソロ 学習院女子大学3年 江目愛 ショパン バラード1番
30 ソロ 文学部3年 相澤修子 シューベルト 即興曲Op.90-1
31 ソロ 教育学部3年 山田翔平 ルクー ピアノソナタ ト短調より　第3、4、5楽章

バーバー ピアノソナタOp. 26より　第4楽章

16日

32 ソロ 法学部2年 横山智史 ショパン スケルツォ第1番
33 ソロ 日本大学2年 南雲あかね リスト 愛の夢第3番
34 ピアノ+歌 Vo. 清泉女子大学2年 山下明日実 KOKIA time to say goodbye

伴奏 政治経済学部3年 山本健太
35 ソロ 社会科学部3年 シン 宇橋 モーツァルト きらきら星変奏曲
36 ソロ 社会科学部3年 山岸祐基 ビゼー アルルの女第2組曲より第4曲「ファランドール」
37 ソロ 法学部3年 上坂望 タールベルク ヴェルディの「椿姫」による演奏会用幻想曲
38 ソロ 基幹理工学部3年 田村有希 シューマン プレスト・パッショナート

39 ソロ 文学部3年 鈴木亮太 ショパン バラード1番
40 ソロ 先進理工学部3年 畠山夏紀 ガーシュイン ラプソディー・イン・ブルー
41 ソロ 法学部3年 吉岡大樹 グリンカ 《姉妹とめいに捧げる小品集》から夜想曲「別れ」

ショパン 夜想曲第8番
42 ソロ 基幹理工学部3年 松本勇樹 ドビュッシー 夢
43 ソロ 文学部3年 西原雅敬 Revo 忘レモノ
44 ソロ 文学部3年 高畑亮一 ショパン 雨だれの前奏曲

松任谷由実 やさしさに包まれたなら
45 ソロ 社会科学部3年 関麻莉恵 ストラヴィンスキー ペトルーシュカからの3楽章

46 ソロ 文化構想学部3年 佐々木かなえ リスト ハンガリー狂詩曲2番
47 ソロ 文学部3年 西村祐子 ベートーヴェン ピアノソナタ31番第3楽章
48 ソロ 基幹理工学部3年 水落隆一 ラフマニノフ 絵画的練習曲「音の絵」Op.39より第8番ニ短調

ラフマニノフ 楽興の時 Op.16より第4番ホ短調
ラフマニノフ 前奏曲集 Op.23より第4番ニ長調

49 ソロ 先進理工学部3年 増村大輔 ショパン 前奏曲集 Op.28より第13番
ショパン 夜想曲第18番 Op.62-2

50 ソロ 社会科学部3年 椎川まどか ショパン 幻想曲

第5部
16:00～
17:00

第6部
17:10～
18:20

第7部
18:30～
19:30

早大ピアノの会　第87回定期演奏会
2012年12月15・16日(土・日)　2日間とも　開場：15:45　開演：16:00

会場：早稲田奉仕園スコットホール

第1部
16:00～
17:10

第2部
17:20～
18:25

第3部
18:35～
19:45

第4部
19:55～
21:00


