
早大ピアノの会 

第２９代 卒業演奏会 

２０１１．０３．１９． 
１２時３０分開場   

１３時開演 

 
武蔵野市民文化会館小ホール 



第一部（13:00-14:50） 

1. 森田  亮介      Julio Sosa    El Ultimo Cafe                      

奥慶一         今日にサヨウナラ   

2. 玉本 弥奈       ショパン         ノクターン第二番、 雨だれの前奏曲 

3. 山東 俊裕    カプースチン   ファンタジア Op.115   

トッカティーナ Op.40-3                    

4. 三部 毅     ベートーヴェン   ピアノソナタ第２６番「告別」より 

第１楽章“Das Lebewohl”      

5. 市川 悟史  小室哲哉       I'm Proud 

6. 鳴海 紗知  長生淳       「燃えあがる丘」よりⅢ．Forsennato 

7. 和田 丈慶   ショパン       幻想曲 

8. 佐藤 みずほ   メンデルスゾーン   幻想曲 「スコットランドソナタ」Op.28 

9. 野尻 有香  ベートーヴェン   エロイカ変奏曲 Op.35 

10. 滝本 辰作  バラキレフ     イスラメイ   

 

第二部（15:00-16:30）  

11. プリキュア  

12. 高橋 一勝   アン・サリー     時間旅行  

        加藤登紀子      時には昔の話を 

13. 谷口 雄大   グラナドス       組曲「ゴイェスカス」より  

第１曲「愛の言葉」 

           鈴木慶一、田中宏和／arr.shima    Eight Melodies 

14. 佐藤 舞   リスト         バラード第２番 

15. 釆見 達也   上原ひろみ      The Tom and Jerry Show、The Gambler 

16. 茂木 聖也     カプースチン    「８つの演奏会用エチュード」より 

６．パストラール、８．フィナーレ 

17. 長井 淳   ラフマニノフ     前奏曲 Op.23-5 

        ショパン         エチュード Op.25-1“エオリアンハープ” 

        スクリャービン   エチュード Op.42-5 

 



 

1. 森田  亮介      Julio Sosa   El Ultimo Cafe                      

奥慶一  今日にサヨウナラ 

【曲紹介】 

 「卒業」――誰でも経験したことのある

イベントです。僕と同郷の詩人、谷川雁の

「卒業」という詩に「なぜ獣の若さは辛い

のか」という一節があります。部活動、遠

足や運動会に文化祭、友達と一緒に帰った

夕暮れ道……ふと昔の事を思い出しては、

楽しかったあの頃に戻りたくなりますよ

ね。でも卒業という終わりがあるから、そ

れぞれの一瞬を最大限に楽しめるんだと

思います。そして、終わりがあるからちょ

っと切ない。 

 そんなムードを大切にして、卒業演奏会の始まりに相応しい曲を選びました。

一つ目はタンゴの曲。最後のコーヒーという意味です。２曲目は、アニメ「お

ジャ魔女どれみ」の劇中に使われている BGM です 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

 財政学を専攻しており、卒論は「労働政策と財政のギャップをどう克服する

か」というテーマで、財政から見た失業率の改善法を探りました。極簡単に説

明すると、弱った企業への補助金を職業訓練に使え、という論調です。 

 卒業後は東京のお医者さん達の団体の事務局に勤務予定です。幸いにも、財

政学の知識を存分に役立てられそうです。 

 それでは、早大ピアノの会第 29 代演奏会をゆっくりとお楽しみください。ご

来場ありがとうございます。 

 

 

 



 

2. 玉本 弥奈     ショパン    ノクターン第２番                            

                    雨だれの前奏曲 

 

本日はご来場いただき、誠にありがとう

ございます！今日が、私の演奏曲ようなお

天気でありませんように(笑) 

 

 ２曲とも皆さん聴いたことがある、お馴

染みの曲だと思います。ノクターンの２番

は、戦場のピアニストで流れていた曲です

(皆そう言ってました。実は映画自体は見て

いません！笑)。全音のノクターン全集の解

説に「同じようなフレーズの繰り返しで内

容がない」とぼろくそに書かれていて若干ショックでしたが、私は好きなので

弾きます。雨だれの前奏曲は、私が３年生の頃８月の定期演奏会で弾いたもの

でした。その時、緊張のあまり走って退場するという奇行をお見せしてしまい

まして…しかも雨だれというよりは何だかよだれみたいな演奏になってしまっ

て(汚くてごめんなさい)物凄くショックだったので、今回リベンジしようと思

いました。 

 

 来年度より、精神保健福祉士(所謂ソーシャルワーカー)になる為に、養成施

設である専門学校に１年間通う予定です。心の病を抱えた人々の、問題そのも

のの解決および社会復帰・自立支援事業に携わっていきたいと考えております。

皆さんも病んでしまった場合は私をお訪ねして下さいね★歓迎します！ 

 

 

 

 

 



 

3. 山東 俊裕    カプースチン    ファンタジア Op.115            

                    トッカティーナ Op.40-3 

【曲紹介】 

ファンタジア Op.115 はカプースチンの中であまりとりあげられませんが、

聞いていて飽きない曲です。カプースチンいわく「この曲のドラマティズムと

真面目な雰囲気は、私の作品ではかなりかなり稀なケースである。色々な性格

をもったエピソードが交代して現れる。」だそうです。 

  トッカティーナ Op.40-3 は中高と 6 年ばかしまともにピアノを弾いていなか

ったにも関わらず、始めて自分で弾きたいと思わせてくれた曲なので最後に弾

きたいな。。と  

ビート感がだせればいいかな～と思います。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

卒業後は２年ばかし早稲田の院生としているつもりで経済、心理学のどれを

扱っているのかよくわからなくなったりしますがこのあたりで、適当に言いく

るめるとゲーム理論ですね。今興味があるのはメカニズムデザインの資源配分

制度の設計かな。とはいえ、哲学、金融、

思想やら色々かじったり・・・興味次第っ

て感じ。モラトリアム期の延長を楽しもう

と思います← 

 大学近辺に住んでいるので会うことも

あるしょう！ 

 

 

 

      

            

 

 



 

4. 三部 毅   ベートーヴェン  

ピアノソナタ第２６番「告別」より第１楽章“Das Lebewohl” 

【曲紹介】 

この曲は、ベートーヴェンの友人であ

るルドルフ大公がナポレオン軍の侵攻を

避けてウィーンを逃れ、翌年戻ってきた

というエピソードが織り込まれている。 

標題はベートーヴェン自身が命名した

ものであり、ベートーヴェン自身が命名

したピアノソナタはこの第 26 番「告別」

と第 8 番「悲愴」だけである。 

親交の深かったルドルフ大公のために

作曲されたこの曲の標題には、ベートー

ヴェン自身もこだわりがあったらしく、この曲を出版したブライトコプフ・ウ

ント・ヘルテル社がフランス語で“Les Adieux”と標題をつけたことに対して、

「lebewohl は les adieux とは全く違うものである。前者は心から愛する人にだ

け使う言葉であり、後者は集まった聴衆全体に対して述べる言葉だからである」

と手紙で抗議したとされている。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

卒業論文では、ロジスティクスに関する研究を行いました。具体的には、

Vehicle Routing Problem（VRP：配送経路決定問題）と呼ばれる組合せ最適化

問題を解くためのアルゴリズムを改良し、その有効性を示しました。 

卒業後は、早稲田大学大学院創造理工学研究科経営デザイン専攻に進学しま

す。修士課程では、さらに専門性を磨きたいと考えています。 

 

 

      

 



 

5. 市川 悟史    小室哲哉    I'm Proud 

 

【曲紹介】 

 この曲は 1996 年にリリース

された華原朋美さんの楽曲です。

きれいなメロディで、うっとり

とした気分になっていただけれ

ば幸いです。 

曲のタイトルは I'm proud. ア

イムプラウド。私は私を誇りに

思う。自分に自信をもつ。そん

な意味だと僕は考えています。

自分に自信をもつことは何をするにしても大切なことです。もっと自分に自信

が持てるようになるために、この曲を選びました。歌詞もすばらしいのですが、

ここでは割愛させていただきます。もしよかったら YouTube 等で華原朋美さん、

ともちゃんの歌をきいてみてください。 

  

【卒業論文・卒業後の進路等】 

私の卒論タイトルは「金ナノボイド近傍における蛍光増強」です。 

内容をかんたんにいいますと、金でできた小さい穴に光をあてて、その光り

かたを観察します。光には波のような性質があり、その波で金のなかにある電

子が動きます(プラズモン現象)。電子が動くと光が出ます。つまり、光をあて

ると金が光ります。おおまかに説明するとこのような研究をしています。 

また、電子がまとまって動くことをプラズモンとよびます。プラズモンはポ

ケモンみたいに聞こえるので、ご存知ない方に知っていただくために、プラズ

モンをキャラクター化することを考えています。 

卒業後は大学院に進み、現在の研究室で研究を続けます。 

 

 



 

6. 鳴海 紗知   長生淳   「燃えあがる丘」よりⅢ．Forsennato 

 

この曲は、実は引退の 12 月定演でも他の曲と併せてエントリーしてました。

でも後になって、もう一方の曲だけにしてこの曲を演奏しなかったのです。そ

の時からずっと、絶対卒演でリベンジすると決めてました。 

そしてこの曲は、今までＰ会で私が弾いてきたどんな曲よりも難しいと思い

ます。はっきり言って、私のレベルはこの曲を弾けるほどじゃないです(断言)。

それでも弾くのは、一度くらい自分にとっての「大曲」に挑戦したいと思った

から。今まで私は、自分のレベルで弾ける範囲だけで選曲をしてきました。そ

うやって挑戦もせずそれなりにきたわけですが、最後くらい、冒険してみよう

と思いました。 

そんなわけで、至らない部分もあるかも、いや至らない部分だらけかもしれ

ません。でも、いかにも長生淳らしい変拍子だらけのこの曲のかっこよさがす

こしでも伝わるように、これからも練習頑張ります。 

(2 月 20 日現在。やばい←) 

 

あ、最後に卒業後の進路についてですが。無事卒業できれば、4 月からも都

内で働くことになっております。4 月からは営業ウーマンです(笑)。長引いた就

活でしたが、自分のやりたいことの一つ

だった広告業界に身を置けるので、頑張

りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 和田 丈慶     ショパン    幻想曲 

  

【曲紹介】 

哀願、憂いから始まり、まるで夢の中でいるかのように表情豊かな主題 

部、そして情熱。中間部には祈るような静かなフレーズ、そしてふたたび 

繰り返される激情と絶望感から、ショパンの最高のロマンティシズムであ 

る再現部。幻想曲は、全体はソナタ形式のようでもあり、バラードのよう 

な幻想的な広がりをも感じさせる、ショパンの傑作です。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

そのまま早稲田の院に進みます。世の中にある病気の解決のために生きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. 佐藤 みずほ    メンデルスゾーン   

幻想曲「スコットランドソナタ」Op.28 

【曲紹介】 

メンデルスゾーン(1809～1847)がスコット

ランドを訪れる前年の 1828 年から、5 年間か

けて完成させた曲。ベートーヴェンの幻想曲風

ソナタ op.27-1,op.27-2（月光）の構成等を参

考にしたと言われており、3 つの楽章は通して

演奏されます。メンデルスゾーンらしく、華や

かに・ロマンチックに・メロディーを大切に弾

けたらなと思います。 

●第 1 楽章 Con moto agitato ―Andante： 

アルペジオの序奏と、民謡調の主題のアンダンテから構成される。スコットラ

ンド・ハープをイメージしたというアルペジオが幻想的。 

●第 2 楽章 Allegro con moto：A（イ長調のスケルツォ）－B（ニ長調の中間部）

－A の 3 部形式。明るく軽やか。 

●第 3 楽章 Presto：ソナタ形式。６連音符の下降音形の主題が特徴的。情熱的

で華々しいフィナーレ。 

  

【卒業論文・卒業後の進路等】 

卒論の論題は「待機児童問題からみる、日本の保育サービス市場の問題・改

善策」。待機児童がいる＝保育の需要が供給を超過している状態が、なぜ長期に

わたり発生しているのかという疑問から始まり、その背景にある保育制度の問

題について、あくまで「経済学的に」考察しました。卒業後は物流関係の会社

に就職します！仕事を通じて、日本と海外とを結ぶような役割を果たせたらな

ぁと思います。 

 

 

 



 

9. 野尻 有香   ベートーヴェン  エロイカ変奏曲 Op.35 

 

【曲紹介】 

 正式名は、『「プロメテウスの創造物」の主題による１５の変奏曲とフーガ』

です。彼の交響曲第３番「英雄」Op.55 の終楽章でも同じテーマが使われてい

るため、エロイカ変奏曲と呼ばれています。そんなわけで、英雄になったよう

に堂々と弾きたいものです。 

 この曲は繰り返しを全部つけて弾くと

２５分かかるので、今回は繰り返しなし

で弾きますが、それでも長いです。一番

の聴きどころは最後のフーガだと思いま

すので、みなさんご辛抱をお願いします。 

ベートーヴェンの多彩な作曲手法を 

うまいこと表現できたらと思います。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

 卒論では、「芸術終焉論をめぐって」という題のもと、１８世紀にヘーゲルが

唱えた芸術終焉論、及び２０世紀後半に再度唱えたダントーによる芸術終焉論

について論じました。詳しい内容は野尻までどうぞ。ちなみに、両者とも「芸

術が終わる」という文字通りの意味では唱えておりませんのでご安心を。 

 卒業後は、そのまま大学院に進んで哲学を学びます。将来どうするかはまだ

決めていませんが、学問にせよピアノにせよその他のことにせよ、学び続ける

人生を歩んでいけたらと思います。ピアノもおばあちゃんになるまで弾き続け

たいですね。 

 

 

 

 

 



 

10. 滝本 辰作    バラキレフ   イスラメイ 

【曲紹介】 

ピアノ曲の歴史において、最も演奏困難な独奏曲として知られている。 

この曲を選択したのは、この先ピアノという趣味から離れてしまうからだ。

僕のピアノ人生の一つの到達点として、世界一難しいと言われる曲に挑戦した

かったのが一点。 

そして、現在「全国学生ピアノ連合」という組織を立ち上げ、11 月には世界

最長のピアノコンサートに挑戦する。初代代表が世界一の曲を弾けなくてどう

する！という後付けが二点目。 

最後にこの曲は美しく、派手なのだ（上手く弾ければ）。 

「イスラメイ」とはバラキレフがロシアのカフカース地方に訪れた際、耳に

した舞曲であるという。大自然と人間の生活が調和した美しさから受けた衝撃

が、この曲を書いた動機になっている。猛烈なエネルギーを爆発させるような

コーダは、卒業後の未来に向けて学生時代に悔いを残さないようなニュアンス

で弾ききりたいです！ 

※これを書いている時点では全く弾けてません。舐めてました…。あまり期待

しないでください！ 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

 某大手霊獣のビールメーカーに内定。

全国の皆様に美味しいビールをお届けし、

人と人とのつながりを支えたい(就活風）。 

学生時代に培った経験を活かして、常に

新しい価値を世の中に生み出していける

ような人間になりたいですね。 

 

    

  

 



  

11. プリキュア  

キュアモリン     キュアレオッサム 

 

Alright！ハートキャッチプリキュア！   作曲:高取ヒデアキ 

Tomorrow Song 〜あしたのうた〜      作曲:高取ヒデアキ 

 ＜演奏＆踊り＞ 

   花咲 つぼみ＝キュアレオッサム＝内田 烈雄 

   来海 えりか＝キュアモリン＝森田 亮介 

 

みんな大好きハートキャッチプリキュアのテーマソングをキュアレオッサムと

キュアモリンが弾くよ！踊るよ！ 

だけどね、ここ武蔵野文化会館に砂漠の使徒がやってきてみんなのことを襲っ

てくるかもしれないんだって。プリキュアたちはみんなの心の種を守るために

戦うんだけど、もし砂漠の使徒に苦戦してたら、お友達のみんなは「がんばれ

プリキュアー！！」と大きな声でプリキュアたちを応援してあげよう！みんな

の声がプリキュアの力になるよ！ 

もしかしたらあの人も登場する…かも!? 

 

なお、二人はそれぞれ卒業後、スイートプリキュア放送中につき、キュアレオ

ディとキュアモリズムになるよ！みんなっ！応援してね！ 

 



 

12. 高橋 一勝   アン・サリー   時間旅行 （伴奏：茂木聖也） 

       加藤登紀子    時には昔の話を 

【曲紹介】 

  最後の演奏会は、旅立ち、思い出、という

キーワードで選曲しました。一曲目「時間旅

行」は、別れの悲しみと旅立ちの喜びの交錯

する歌で、卒業にして僕と茂木の初コラボで

す。二曲目「時には昔の話を」は、昨年の定

期演奏会に出演した際に楽屋で後輩から勧

められた、懐かしい思い出を友人と語らう歌

です。ピアノの会は、楽しく語り合い、夢中

になって色々なことに挑戦し、時にぼろぼろ

になるまで悩み、そんな時はみんなに助けら

れ、と思い出の詰まった大切な居場所で、別れるのがとてもつらいです。だか

らこそ、ピアノの会でのたくさんの思い出を振り返りながら、旅立ちの決意を

もって歌いたいと思います。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

卒論ですか？「ディズニーの正体」と銘打って、ディズニーの根底にある開

拓者としての姿に迫りました。ディズニーのわかりやすい物語構成は、観客が

別の解釈を持つこと許さない点で支配的である、みたいなことをもろもろ書き

ました。しかし「それって要はグローバル化じゃん」と一言でまとめられて凹

みました(笑)そんな僕は 4 月から千葉県の公立高校で英語教員として働きます。

周りには似合う！とよく言われるのですが、どうなることやら。 

 

 

 

 

 



 

13. 谷口 雄大   

グラナドス   組曲「ゴイェスカス」より 第１曲「愛の言葉」 

鈴木慶一、田中宏和/arr.shima   Eight Melodies  

(ゲーム「MOTHER」より) 

【曲紹介】 

静かで感動的な曲を弾きたいとも思ったので

すが、やっぱり楽しくて派手な曲にしました。音

数が多い傾向にあるスペインのピアノ音楽の中

でも、ここまで装飾音のオンパレードな楽譜はな

かなか他に見られません。ずっとキラキラしてい

ながら、たまにガツンとかましてくれます。３年

くらい前に一度弾いたとは言え、一筋縄ではいか

ない曲ですが…精一杯弾きます◎ 

 もう一曲は、有名な某ＲＰＧゲームの曲です。

平成生まれの大学生が増えた今、このゲームを実際にプレイしたことのある若

者はあまりいないのかも知れませんが、ポケモンをプレイしている人は、実は

間接的にこのゲームと繋がっているのです。時代は変われど、伝わるものがあ

るというのは、素敵だと思います。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

卒業は来年に持ち越し！ということで、卒業後の進路のためにいま就活中の

身です。がんばります。 

 卒論は、民話や童話に描かれた「人間が死ぬ場面」が次第に排除されていく

近年の流れに対抗して、「教育上良くない」という魔法の言葉になんとか反論し

てやろうという気持ちだけで書いています。「ここで人が死ぬことに意味があ

る」という積極的な主張は、理由付けがなかなか難しいです。表現を巡る議論

はどうにも着地点を見付けづらいです。 

 

 



 

14. 佐藤 舞  リスト   バラード第２番 

 

【曲紹介】 

『バラード』は、叙情詩の意で物語を語る曲です。 

リストのバラード２番は、聖書の要素から

“人間が犯す罪”と“心の救済”を表現してい

ます。聴く人の内部をかきたてるような描写表

現は、同時期に作られたロ短調ソナタにも引け

をとりません。 

 主題は、罪の意識を表しており、長時間かけ

て変容されていきます。冒頭で[FisーGーAーH

～]とロ短調で構成されていた主題が[FーGー

AーB～]と変ロ長調となる瞬間は、気持ちが解

放されますので是非お聴き逃しなく。 

 学生生活に海外旅行をやり残し、先日本場の

作曲家ミュージアムを回り、ハンガリーでは 

リスト博物館を見てきました。展示された原寸大のリストの手は、大きかった

のですが予想より小さく驚きました。 

 今日は、１２月よりも良いアクセントのついた演奏を目指したいと思います。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

気持ちを新たに、総合人材サービスの企業で働きます。関東配属なので、千

葉の実家から通勤する予定です。 

 Ｐ会と家族と友達とピアノがあって、大学生活はとても充実していました。

これからは１から始めるつもりで、堅実に社会人を送りたいと思います。４年

間ありがとうございました。 

 

 

 



 

15. 釆見 達也  上原ひろみ  The Tom and Jerry Show 

The Gambler 

【曲紹介】 

「The Tom and Jerry Show」 

猫のトムとねずみのジェリーのドタバタをユーモアたっぷりに描いたアメリ

カの人気アニメ「トムとジェリー」をイメージして作られた曲です。２匹はい

つもケンカして駆け回っていますが、ふと一人になると寂しいと感じてしまう

ような可愛らしい心を持ち合わせているシーンも曲中で表現されています。こ

の一曲を聴いていると、まるでアニメ１話分を観ているかのような気分になり

ます。 

 

「The Gambler」 

この曲は、スロットマシーンにコインを入れるところから始まり、その後は

一気にカジノ中を駆け巡っていきます。息つく暇もなく次々と「攻め」の姿勢

でギャンブルに挑戦していくこの曲は、とてもダイナミックで情熱的です。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】  

監視カメラ、報道、ブログなどテクノロジーを

通じて他者の行動を観察する/観察される行為が、

現代では当たり前のようになっていますが、テクノ

ロジーのお陰で豊かな生活を送れるようになった

だけではなく、同時に副作用のような弊害が生じて

いることも事実です。ますます監視強化へと進んで

いく社会構造はどういったものなのかという事な

どについて調べました。 

４月からはシステムエンジニアとして働きます。 

 

 

 



 

16. 茂木 聖也  カプースチン 「８つの演奏会用エチュード」より 

６．パストラール、８．フィナーレ 

【曲紹介】 

カプースチンの中でも最も有名な曲集と

思われる「８つの演奏会用エチュード」から

２曲弾かせていただきます。この作曲家を知

ったのはたぶん 1 年の時。ずっと CD を聴く

だけで、すげーかっこいいけど一生弾けない

だろうなーと思っていたのですが、気がつけ

ば手を出してしまいました。人間、やればで

きるもんですね。CD を貸してくれた谷口君

と、カプースチンの魅力に気付かせてくれた

後輩の浜崎君には感謝感謝です。 

 あ、曲の解説とかすげー苦手なので、ここ読んでください。 

 http://www.piano.or.jp/enc/dictionary/composer/kapustin/009948.html 

 二曲とも２分少々の短い曲ですが、最後にふさわしい演奏ができるように頑

張ります。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

 文学部で農業やってたのになぜかシステムエンジニアとして働くことになり

ました。まだ何の仕事をするかはまったくもってわかりません。勤務地はおそ

らく死ぬまで東京なので、いかにも日本らしいサラリーマンになってヒィヒィ

働く予定。ブラックな会社でないことを祈る・・・！来年からのピアノとの関

わり方ですが、4 月から寮住まいになるので残念ながらピアノは弾けなくなり

ます。多少お金に余裕が出てきたら寮を出てピアノを買いなおそうかなーと思

ってますが正直未定。ま、なんだかんだで細々と続けることでしょう。そんな

感じ。 

 

 



 

17. 長井 淳    ラフマニノフ    前奏曲 Op.23-5 

     ショパン       エチュード Op.25-1 "エオリアンハープ" 

     スクリャービン エチュード Op.42-5 

【曲紹介】 

ロマン派からの選曲になりました。作曲家が表現したかった、ドラマティッ

クでロマンティックな世界を少しでも感じていただければ幸いです。 

 自分は恵まれていると思います。家族に、仲間に、先生に、環境に、運命に。

…自分には野心があります。その先には多くの人の幸せがあると信じています。

しかし、「隣や目の前の人に幸せが与えることが始まりである」ということを、

このサークル活動から学びました。 

 短いようで長い時間でした。ありがとうございました。これからも前に進み

ます。見ていてください。 

 

【卒業論文・卒業後の進路等】 

 みなさんがご存じのように、脳の構造は複雑です。では、どのようにしてこ

のような複雑で機能的な回路が出来上がるのでしょうか？神経細胞は手を伸ば

して、別の神経細胞と手を繋いで回路を作ります。ただ、繋ぐ相手の全てを神

経細胞自身が決めるのではなく、その発達・形成には様々な分子が手助けをし

ます。この関係性の中で、重要な役割を果たすタンパク質を同定しました。こ

れは、脊髄損傷のような中枢神経

系の不治の病の特異的な治療法の

ヒントになり得るかも知れません。 

卒業後は大学院へ進み、脳神経

系疾患へ新しい治療法を提唱して

いきます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙絵：玉本 弥奈 

冊子編集：野尻 有香 


