
第81回定期演奏会プログラム

12月18日(土)＠早稲田奉仕園スコットホール

15:45開場　　16:00開演　　　21:10終演予定

形態 パート 所属 氏名 作曲者 曲名 備考

第1部 1 ソロ 人間科学部1年 桜井 静 ショパン エチュードOp.10-5 「黒鍵」

16：00～17：00 ラヴェル ソナチネより 第2楽章

2 ソロ 先進理工学部1年 前田 圭太 ショパン エチュード Op.10-12「革命」

3 ソロ 政治経済学部1年 重松 和人 カスキ バラの花園の乙女

4 連弾 pri. 商学部4年 森田 亮介 リスト

sec. 商学部1年 森 明史

5 ソロ 教育学部2年 尾崎 麻子 プーランク
即興曲より第12番 変ホ長調「シューベルトを讃えて」 第15番
ハ短調「エディット・ピアフを讃えて」

6 ソロ 文学部3年 山田 純基 メンデルスゾーン 狩の歌

7 ソロ 青山学院大3年 原 佑樹 ショパン ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op.35「葬送」より 第1楽章

ショパン ノクターン Op.9-2

8 ソロ 青山学院大3年 矢野 貴宏 リスト 「2つの伝説」より　波の上を歩くパウロの聖フランチェスコ

第2部 9 ソロ 創造理工学部2年 加藤太郎 坂本 龍一 戦場のメリークリスマス

17：10～18：10 10 ソロ 政治経済学部3年 蘆澤 宏美 Elton John Your Song

11 ソロ 政治経済学部1年 松本 直毅 リスト 愛の夢 第3番

12 ソロ 商学部2年 奥泉 洋平 プロコフィエフ
バレエ『シンデレラ』からの6つの小品 Op.102 より ワルツ(舞踏
会へ向かうシンデレラ)

13 ソロ 先進理工学部3年 森本 仁嗣 ドビュッシー 「ピアノために」より  プレリュード

ラヴェル ハイドンの名によるメヌエット

14 ソロ 共立女子大3年 澤井 里奈 シューマン アラベスク Op.18

15 ソロ 創造理工学部3年 國原 大志 ショパン バラード 第3番

16 連弾 pri. 文化構想学部3年 原澤 希美 ツェルニー 華麗なるグランドソナタ ハ短調 Op.10より 第1楽章

sec. 基幹理工学部3年 松倉 広治

第3部 17 ソロ 文学部3年 久保田 雄也 ランゲ 花の歌

18：20～19：10 18 ソロ 社会科学部3年 大原 麻実 マスカーニ カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲

19 ソロ 社会科学部3年 松岡 千怜 ショパン プレリュード Op.28-4

ショパン ノクターン Op.9-1

20 お歌 Sp. 東邦音楽大学3年 明石 麗菜 ドヴォルザーク オペラ「ルサルカ」より 月に寄せる歌

伴奏 文化構想学部3年 天海 才

Sp. 東邦音楽大学3年 明石 麗菜 グノー オペラ「ファウスト」より 宝石の歌

伴奏 東京音楽大学3年 森 愛恵

21 ソロ 文学部3年 宇野 瑠奈 ショパン バラード 第2番

ラフマニノフ 前奏曲 Op.32-13

第4部 22 ソロ 武蔵野音楽大学2年 高橋 咲 ベートーヴェン ピアノソナタ 第27番より 第1楽章

19：20～20：10 23 ソロ 武蔵野音楽大学2年 行場 早志 Haydn ソナタ Hob.XVI:20

24 ソロ 文化構想学部3年 谷本 大輔 湯山 昭 「お菓子の世界」より　第 18番 ポップコーン

25 ソロ 政治経済学部3年 朴 希卿 Auguste Durand Six Valses Op.83

26 ソロ 文学部3年 鈴木 美春 サティ きざな気取り屋の3つのワルツ

27 ソロ 北里大学3年 山形 顕子 ショパン 即興曲 第2番

28 ソロ 文化構想学部3年 浜崎 史音 カプースチン 「24のプレリュード」より第23､24番

第5部 29 弾語 文学部3年 城谷 尚吾 ポール・サイモン Bridge over troubled water～明日に架ける橋～

20：20～21：10 30 歌 人間科学部2年 矢野 昭太郎 飛鳥涼 Yah Yah Yah

文学部3年 城谷尚吾

文化構想学部4年 高橋 一勝

31 ソロ 教育学部3年 小倉 侑子 フォーレ ノクターン第6番 Op.63

32 ソロ 明治学院大学3年 中山 創平 ベートーヴェン ピアノソナタ 第24番 嬰ヘ短調「テレーゼ」より 第1楽章

33 ソロ 政治経済学部3年 佐々木 寛志 上原 ひろみ Chou a la creme

the Tom and Jerry Show

12月19日(日)＠早稲田奉仕園スコットホール

15:45開場　16:00開演　　20:00終演予定

第6部 34 ソロ 文学部3年 山田 純基 Revo Stardust

16：00～16：55 35 ソロ 基幹理工学部1年 田村 有希 ウェーバー ピアノソナタ第2番より 第4楽章

36 ソロ 文学部2年 加藤 夢三 ガーシュウィン 3つの前奏曲より第1番、第3番

37 ソロ 東京音楽大楽3年 森 愛恵 ショパン エチュード Op.25-1「エオリアン・ハープ」

ショパン バラード 第2番

38 ソロ 政治経済学部3年 蘆澤 宏美 坂本 龍一 The Last Emperor

39 ソロ 創造理工学部3年 板谷 創平 グリーグ ピアノソナタ　ホ短調　より　第2，3，4楽章

第7部 40 弾語 文化構想学部3年 谷本 大輔 小渕 健太郎 蒼く優しく 作詞:小渕 健太郎

17：05～18：05 坂本 浩美 旅立ちの日に 作詞:小嶋 登

41 ソロ 文学部3年 半澤 菜奈 麻枝准 時を刻む唄

dai Answer

市川喜康 オレンジ

千綿偉功 Butter-fly

42 ソロ 文化構想学部3年 橋本 深智 ドビュッシー アラベスク 第1番

シューマン 「幻想小曲集」より 「飛翔」

43 ソロ 社会科学部3年 神田 裕介 ブラームス 6つの小品 Op.118より第3曲「バラード」、第2曲「間奏曲」

44 ソロ 文化構想学部3年 大木 綾 ショパン バラード 第3番

第8部 45 ソロ 政治経済学部3年 藤田 晋 ZUN=葉月悠 Waltz After 495years

18：15～ 麻枝准=K.Kuroya ピアノソナタ第2番「AIRの回想」第2楽章

ZUN=Denko 無何有の郷〜Deep Mountain

ZUN=chiquchoo U.N.オーエンは彼女なのか？

46 ソロ 文化構想学部3年 天海 才 サン=サーンス アレグロ・アパッショナート Op.70

ショパン バラード 第1番

シューマン=リスト 献呈

47 ソロ 人間科学部3年 松田 妃香里 ショパン ピアノソナタ 第2番 変ロ短調 Op.35 「葬送」より 第1，3，4楽章

48 ソロ 文学部3年 入子佳史 グリーグ トロルドハウゲンの婚礼の日

ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

～19：45 49 ソロ 文学部3年 片山 隆 ショパン バラード 第4番

～19:55 幹事長挨拶

オペラ「予言者」のイラストレーション第4番"コラール『アド・ノ
ス・アド・サルタレム・ウンダム』による幻想曲とフーガより幻想
曲"


