
12.24 sat
開場：10:30 開演：10:45

12.25 sun
開場：10:15 開演：10:30

1 アンドレ・ギャニオン めぐり逢い

2 スコット・ジョプリン エンターテイナー (Duo)

3 乃木坂46 帰り道は遠回りしたくなる (Duo)

4 緑黄色社会 Mela! (Duo)

5 久石譲＝久木山直 人生のメリーゴーランド (Duo)

6 エルガー 愛の挨拶 (Vn., Pf.)

7 ドップラー ハンガリー田園幻想曲Op. 26  (Fl., Pf.)
8 椎名林檎 人生は夢だらけ
9 清塚信也 Baby, God Bless You

10 ローゼンブラット 組曲『「不思議の国のアリスの冒険」より』 (Duo)

11 松平健 マツケンサンバⅡ (Ensemble)
12 松任谷由実 春よ、来い (Ensemble)

13 チャイコフスキー 組曲『くるみ割り人形』Op. 71a より第8曲「花のワルツ」 (Duo)

14 ドビュッシー 『小組曲』より第1曲「小舟にて」 (Duo)

15 松任谷由実 ノーサイド

ショパン バラード第1番Op. 23
16 ショパン バラード第4番Op. 52
17 ショパン エチュードOp. 10-4

プロコフィエフ 『4つの小品』Op. 4

18 椎名林檎と宮本浩次 獣ゆく細道 (Ensemble)
19 レ・フレール アンダー・ザ・シー (Duo)

20 モシュコフスキ
『5つのワルツ』Op. 8 より第4曲 (Duo)

『4つのピアノ曲』Op. 33 より第4曲「紡ぎ歌」 (Duo)

21 Lia 小さなてのひら

22 ショパン ノクターン第2番Op. 9-2

23 リスト 『愛の夢』 S. 541 より第3番

24 リスト
『パガニーニ大練習曲』 S. 141 より
第3曲「ラ・カンパネラ」

25 リスト＝ブゾーニ＝ホロヴィッツ メフィスト・ワルツ第1番

52 ハチャトゥリアン 組曲『仮面舞踏会』より第1曲「ワルツ」(Duo)

53
パッヘルベル カノン (Duo)

O. Kasai ハノンの主題による4つのバリエーション (Duo)

54
モーツァルト ピアノソナタK. 330 より第一楽章
ショパン バラード第3番Op. 47

55
ラヴェル 『マ・メール・ロワ』より第3曲「女王の陶器レドロネット」(Duo)
ブラームス 『16のワルツ』Op. 39 より第14番 (Duo)
フォーレ 組曲『ドリー』Op. 56 より第1曲「子守唄」 (Duo)

56 ドビュッシー 『ベルガマスク組曲』より第3曲「月の光」
ショパン ノクターン第13番Op. 48-1

57
バッハ

『平均律クラヴィーア曲集第2集』より第16番 BWV 885
『平均律クラヴィーア曲集第2集』より第17番 BWV 886

ブラームス 『3つの間奏曲』Op. 117 より第2番
58 カプースチン シンフォニエッタOp. 49 より第一楽章、第四楽章 (Duo)

35 モーツァルト
アイネ・クライネ・ナハトムジークK. 525 より第一楽章

(Ensemble)
36 チャイコフスキー 組曲『くるみ割り人形』Op. 71a より第3曲「金平糖の踊り」(Duo)

37 佐伯高志＝加藤達也 想いよひとつになれ

38 ショパン 『24の前奏曲』Op. 28 より第7番

39 ショパン
エチュードOp. 10-12

エチュードOp. 10-3

40 メンデルスゾーン デュエットOp. 92  (Duo)
41 メンデルスゾーン 幻想曲Op. 28 「スコットランド・ソナタ」

32
久石譲 Summer
坂本龍一 戦場のメリークリスマス

33
カプースチン 夜明けOp. 26

グリーグ ピアノ協奏曲Op. 16 より第一楽章

34

ラモー 『新クラヴサン組曲集第1番』より「ガヴォットと6つの変奏」

バラキレフ
グリンカの歌劇「皇帝に捧げた命」の主題による幻想曲

東洋風幻想曲「イスラメイ」

26 アンドリュー・ロイド・ウェーバー Wishing You Were Somehow Here Again  (Sop., Pf.)

27 エンケ
『旋律的練習曲』Op. 6 より第3曲
「アンダンテ・カンタービレ」(Duo)

28 久石譲 あの夏へ

29 ショパン ワルツ第1番Op. 18 「華麗なる大円舞曲」

30

シューベルト 即興曲Op. 90-3

シベリウス 『5つの小品』Op. 75 より「樅の木」

ラフマニノフ 『幻想的小品集』Op. 3 より第2曲前奏曲「鐘」

31
吉松隆 『タピオラ幻景』Op. 92 より第4曲「鳥たちのコンマ」

バッハ＝ブラームス＝橘碧
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータから

「シャコンヌ」

42
back number クリスマスソング (Duo)

ジェームズ・ロンド
・ピアポンド

ジングル・ベル (Duo)

43 モーツァルト ピアノソナタ第4番K. 282

44 ベートーヴェン ピアノソナタ第14番Op. 27-2 「月光」

45 ショパン スケルツォ第1番Op. 20

46 スクリャービン
『24の前奏曲』Op. 11 より第2番

ピアノソナタ第4番Op. 30

59 スピッツ 楓 (Vo., Pf.)
60 ボロディン オペラ『イーゴリ公』より「韃靼人の踊り」(Duo)

61 ラフマニノフ
『6手のための3つのピアノ作品』より第1曲「ワルツ」、

第2曲「ロマンス」(Trio)

62 バッハ
『管弦楽組曲第2番』 BWV 1067 より

第5曲「ポロネーズ」、第7曲「バディヌリー」(Fl., Pf.)

63
カプースチン 『8つの演奏会用エチュード』Op. 40 より第7曲

サン＝サーンス＝リスト 死の舞踏 S. 555

64 ニールセン 『5つの小品』Op. 3
リスト 『2つの伝説』 S. 175

47 ジョン・ウィリアムズ Somewhere In My Memory (Duo)
48 ドビュッシー 『ベルガマスク組曲』より第1曲「プレリュード」

49 ドビュッシー
『前奏曲集第1集』より第5曲「アナカプリの丘」

喜びの島

50

ハジェフ ロンディーノ (Duo)

ヨーゼフ・シュトラウス ジョッキー＝ポルカ (Duo)

ディアベリ
『子どもの楽しみ 6つのソナチネ』Op. 163 より第1曲から

第二楽章、第三楽章(Duo)
モーツァルト ソナチネK. 240 より第一楽章 (Duo)
モシュコフスキ 『スペイン舞曲集』Op. 12 より第2番 (Duo)

フォーレ 組曲『ドリー』Op. 56 より第2曲「ミーアーウー」 (Duo)

レナード・バーンスタイン 『キャンディード』より序曲 (Duo)

51 ショパン ピアノソナタ第3番Op. 58

65 オムニバス
WPS 42

〜私たちのことは嫌いになっても、
P会のことは嫌いにならないでください〜

66

ヘンデル オペラ『セルセ』より「樹木の陰で」(Ten., Pf.)

グルック
オペラ『パリデとエレナ』より「ああ、私の優しい熱情が」

(Ten., Pf.)

モーツァルト
オペラ『ドン・ジョヴァンニ』より「彼女こそ私の宝」

(Ten., Pf.)
シューマン 『アルバムの綴り』Op. 124 より第16曲「子守歌」(Ten., Pf.)
トスティ 夢 (Ten., Pf.)、最後の歌(Ten., Pf.)
信長貴富 ヒスイ (Ten., Pf.)

67 チャイコフスキー 組曲『くるみ割り人形』Op. 71a より第8曲「花のワルツ」(Duo)

68 チャイコフスキー＝大宝博 くるみ割り人形メドレー (Duo)
プーランク シテール島への船出 (Duo)

69 サティ 『3つのジムノペディ』より第1番
70 ベートーヴェン ピアノソナタ第21番Op. 53 「ワルトシュタイン」より第一楽章
71 ベートーヴェン ピアノソナタ第31番Op. 110 

72 久石譲 さんぽ (Duo)
73 ラフマニノフ 『パガニーニの主題による狂詩曲』Op. 43 より第18変奏 (Duo)
74 フォーレ 組曲『ドリー』Op. 56 より第3曲「ドリーの庭」 (Duo)
75 ラッセン＝リスト 天よ，我が魂を解放してください S. 494

76
メンデルスゾーン 『無言歌集第1巻』Op. 19 より第1曲「甘い思い出」
モーツァルト レクイエムK. 626 より第8曲「涙の日」

ダリオ・マリアネッリ Dawn
77 ショパン バラード第3番Op. 47
78 シューマン ウィーンの謝肉祭の道化Op. 26

79
マスネ オペラ『タイス』より「瞑想曲」(Vn., Pf.)

サン＝サーンス 死の舞踏Op. 40 (Vn., Pf.)
80 ラヴェル ラ・ヴァルス (Duo)
81 ラヴェル 『夜のガスパール』より第3曲「スカルボ」
82 シューマン 交響的練習曲Op. 13（遺作変奏付）

83
恒見コウヘイ＝まらしぃ ジャパネットたかたテーマソング (Duo)

東儀鉄笛 早稲田大学校歌 (Duo)
84 シューマン＝リスト 献呈 S. 566
85 ショパン バラード第1番Op. 23
86 リスト バラード第2番 S. 171

87 ショパン
ノクターン第17番Op. 62-1
スケルツォ第3番Op. 39

88 ベルリオーズ＝リスト 幻想交響曲より第二楽章「舞踏会」

第1部 10:45 – 11:40

第2部 11:50 – 12:55

第3部 13:05 – 14:00

第4部 14:10 – 15:05

第5部 15:15 – 16:20

第6部 16:30 – 17:30

第7部 17:40 – 18:45

第8部 18:55 – 20:00

第9部 10:30 – 11:45

第10部 11:55 – 13:05

第11部 13:30– 13:55

第12部 14:10 – 15:25

第13部 15:35 – 16:40

第14部 16:50 – 18:00

第15部 18:10 – 19:15

本公演は早大ピアノの会42代の引退
コンサートです。

予約なしでお越しいただけます。早大
ピアノの会会員一同皆様のご来場を
お待ちしております！

公演や早大ピアノの会に関する情報はこちらから！
「早大ピアノの会公式サイト」と検索
早大ピアノの会公式Twitter  @w_piano


