


 

 

 

 

 

お願い 

 

ホール内での飲食はご遠慮ください 

 

携帯電話や時計のアラーム機能など、音の出る機器は電源をお切りになる

か、マナーモードにしてください 

 

演奏中は席をお立ちにならないようお願い致します 

 

小さなお子様連れのお客様は、演奏の妨げ、または他のお客様のご迷惑に

ならないよう、ご配慮をよろしくお願い致します 

 

演奏中のフラッシュ撮影や、音の出る機器を用いた撮影はお控えください 

 

  



----------プログラム--------- 

 

第 1部（10:30~11:50） 

1 即興曲集 Op.90 より 第 2番 シューベルト 山嵜 真子 

2 24の前奏曲 Op.28 より 第 15番 「雨だれ」 ショパン 尹 誠佑 

3 
JIN-仁- より Main Title 高見優 

濱野 紗妃 
12の練習曲 Op.25 より 第 12番 「大洋」 ショパン 

4 歌曲「サンクトペテルブルクへの別れ」 より 「ひばり」 グリンカ＝バラキレフ 熊谷 公太 

5 ハンガリー狂詩曲 第 2番 リスト 方 大樹 

6 
平均律クラヴィーア曲集 第 2巻 より 第 9番 ホ長調 BWV878 バッハ 

竹内 麻優 
24の前奏曲 Op.28 より 第 23番、第 24番 ショパン 

7 4つの練習曲 Op.4 より 第 1番、第 2番、第 3番 シマノフスキ 本荘 悠亜 

8 ノクターン 変ロ短調 Op.9-1 ショパン 市川 奈那 

9 
マズルカ 第 33番 Op.56-1 

ショパン 菅田 一英 
ポロネーズ 第 6番 「英雄」 Op.53 

 

休憩 

 

第 2部（12:00~13:20） 

10 
三日月 西尾芳彦、絢香＝轟千尋 

長田 悠希 
One Love 加藤裕介＝轟千尋 

11 君をのせて 久石譲 
新村 亮太 

海野 美月 

12 3つの軍隊行進曲 Op.51 より 第 1番 シューベルト 
古谷 希 

安念 優輝 

13 組曲「仮面舞踏会」 より ワルツ ハチャトゥリアン 
松井 美沙紀 

岩野 幹 

14 

全ての短調による 12の練習曲 Op.39 より  

第 12番 「イソップの饗宴」 
アルカン 

渡邊 貴弘 

剣の舞 ハチャトゥリアン＝シフラ 

15 幻想曲 ロ短調 Op.28 スクリャービン 南 克彦 

16 12の練習曲 Op.10 より 第 4番、Op.25 より 第 5番 ショパン 萩原 知生 

17 ピアノソナタ 第 5番 ハ短調 Op.10-1 より 第 1楽章 ベートーヴェン 齋藤 美紅 

18 
超絶技巧練習曲集 より 第 10番 ヘ短調 リスト 

村松 海渡 
夜に見た夢 村松海渡 



 

休憩 

 

第 3部（13:30~14:50） 

19 ゴルトベルク変奏曲 より アリア、第 1変奏～第 10変奏 バッハ 金子 静 

20 

24の前奏曲 Op.11 より 第 11曲 ロ長調 スクリャービン 

伊藤 圭祐 
ワルツ 変イ長調 Op.38 スクリャービン 

熊蜂の飛行 
リムスキー=コルサコフ 

＝シフラ 

21 I am 森田真奈美 吉原 緋夏里 

22 7つの幻想曲 Op.116 より 第 1番、第 7番 ブラームス 松土 優衣香 

23 情報、恩寵 松下祐介 松下 祐介 

24 幻想曲 ヘ短調 Op.49 ショパン 成家 悠太 

25 ピアノソナタ 第 27番 ホ短調 Op.90 より 第 1楽章 ベートーヴェン 木田 美聖 

26 
幻想小曲集 Op.12 より 第 1番 「夕べに」 シューマン 

片町 守七 
ワルツ 第 4番 Op.34-3 ショパン 

27 スケルツォ 第 3番 Op.39 ショパン 長谷川 春菜 

 

休憩 

 

第 4部（15:00~16:20） 

28 
幻想曲「さくらさくら」 平井康三郎 

松井 美沙紀 
6つの小品 Op.32 より 第 3番 「春のささやき」 シンディング 

29 Asian Roses 葉加瀬太郎 坂巻 宏柄 

30 Concert Paraphrase on "Dearly Beloved" 下村陽子＝亀岡夏海 小川 貴士 

31 15の即興曲 より 第 15番 「エディット・ピアフを讃えて」 プーランク 三輪 哲大 

32 悲愴的な様式による 3つの曲 Op.15 より 第 3番 「死んだ女」 アルカン 檜山 和志 

33 ノクターン 第 4番 Op.36 フォーレ 高橋 梨花 

34 パルティータ 第 2番 より シンフォニア、ロンド、カプリッチョ バッハ 柚木 葵 

35 スケルツォ 第 1番 Op.20 ショパン 角野 隼斗 

36 自作主題による変奏曲 Op.21-1 ブラームス 平松 拓馬 

 

 

 

 

 



 第 1部 10:30~11:50  

  

1. 即興曲集 Op.90 より 第 2番                     シューベルト 

慶應義塾大学 2年  山嵜 真子 

本当はベートーベンが大好きでいつも重めの曲を弾いてるのですが、 

今回は雰囲気を変えてみました。 

本番はよく緊張して弾けなくなるので場数を踏んで克服しようと思い、 

エントリーしました。 

落ち着いて弾ききりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

2. 24の前奏曲 Op.28 より 第 15番 「雨だれ」               ショパン 

立教大学 1年   尹 誠佑 

重低音が大好きです 

 

3. JIN-仁- より Main Title                        高見優 

12の練習曲 Op.25 より 第 12番 「大洋」               ショパン 

東京大学 1年  濱野 紗妃 

一曲目の曲は TBS開局 60周年記念日曜劇場のメインテーマです。このドラマをご存知で

ない方でもきっと気に入って頂けると思います☺ 

二曲目はうねるような波をアルペジオで表したドラマティックな曲です。 

精一杯弾くので気楽に聴いてください(⍢︎) 

 

4. 歌曲「サンクトペテルブルクへの別れ」 より 「ひばり」     グリンカ＝バラキレフ 

東京大学 1年  熊谷 公太 

もともとはグリンカの歌曲ということで、人の声とひばりの声と、いろいろな音が表現で

きたら良いのではないでしょうか(^^;; 

 

5. ハンガリー狂詩曲 第 2番                        リスト 

東京大学 1年  方 大樹 

拙いですがカデンツァを自作してみました。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 



6. 平均律クラヴィーア曲集 第 2巻 より 第 9番 ホ長調 BＷV878        バッハ 

24の前奏曲 Op.28 より 第 23番、第 24番               ショパン 

東京大学 2年  竹内 麻優 

時代を超えて大変深い関係を持った Bachの平均律クラヴィーア小曲集と Chopinのプレ

リュード作品 28。本日はピックアップながらもその美しい関係を存分に味わい演奏したい

です。 

 

7. 4つの練習曲 Op.4 より 第 1番、第 2番、第 3番         シマノフスキ 

東京大学 3年  本荘 悠亜 

シマノフスキはポーランドを代表する作曲家です。ポーランドといえばショパンばかりが

演奏されがちです。ポーランドはシマノフスキをはじめ、バツェヴィチやパデレフスキや

タウジヒなど優れた作曲家を輩出していますが、ピアノ界においては広く知られていませ

ん。シマノフスキは生涯で大きく作風を変えたことが特徴ですが、このエチュード集 Op.4

は初期にあたる作品です。各エチュードにおいてひとつの印象的なモチーフが執拗に繰り

返されますが、毎回異なる和声を伴ってあらわれ、そのヴァリエーションの豊かさには感

心させられます。スクリャービンを思わせる神秘的で官能的な和音が多く用いられ、その

創意の意外さはやみつきになります。今回は、2:3のリズムが有機体を織り成す第１番、

全身をくすぐられているような感覚を得る第２番、哀愁を伴った民謡風の第３番を演奏し

ます。 

 

8. ノクターン 変ロ短調 Op.9-1                       ショパン 

立教大学 1年  市川 奈那 

初めての、サークルでの発表会なので華のある曲にしました！ノクターンの代表曲です。 

 

9. マズルカ 第 33番 Op.56-1                        ショパン 

ポロネーズ 第 6番 「英雄」 Op.53                    ショパン 

立教大学 2年  菅田 一英 

マズルカとポロネーズ。この 2つは特徴的なリズムを持った 3拍子のポーランドの伝統舞

踊です。ショパンの時代のポーランドは悲劇に見回れていますが、ショパンは祖国を常に

思い、生涯を通じて 50曲以上のマズルカと約 20曲にも及ぶポロネーズを残しました。マ

ズルカは演奏される機会がかなり少ないですが、どれも魅力的で少しでも知ってもらえば

なと思います 

 

                            

 

  



 第 2部 12:00~13:20  

 

10. 三日月                        西尾芳彦、絢香＝轟千尋 

One Love                           加藤裕介＝轟千尋 

東京大学 1年  長田 悠希 

2曲ともとてもポピュラーな Jpopですが、編曲のアレンジがとても美しく、大好きな曲で

す。普段聴くのとは一味違った曲をお届けできるよう、響きを大切にしながら演奏しま

す。 

 

11. 君をのせて                                久石譲 

立教大学 1年  新村 亮太 

立教大学 1年  海野 美月 

皆さんをラピュタの世界に連れていけるよう、演奏します。 

 

12. 3つの軍隊行進曲 Op.51 より 第 1番                 シューベルト 

立教大学 3年   古谷 希 

立教大学 3年  安念 優輝 

皆様こんにちは。会長です。副会長です。ドイツ語で言う所の、Führer・Führerinとい

うところでしょうか。本来 Präsident・Präsidentinと言った方が適切ですが、どうも本

会では前者の様な言説で語られることが多いです。（てんてんのついている文字について

は「ウムラウト」でぐぐるべし）3年生も後半を迎え、就活を目前に、社会へ向かって行

進させられる心情をお送りします。嘘です。平和な感じでぬるくゆるく演奏します。ガチ

勢だらけの演目の中、この時間だけは何卒生暖かい目で眺めていただければ幸いです。 

 

13. 組曲「仮面舞踏会」 より ワルツ               ハチャトゥリアン 

立教大学 4年  松井 美沙紀 

立教大学 3年    岩野 幹 

松井：こんにちは！自称立教 P会の姉弟連弾です！笑 

岩野：この曲やろうって言ってくれた時、すごく嬉しかったです！ 

松井：あれ、なんでこの曲になったんだっけ？？ 

岩野：やっぱスケート関連の曲だからですかね？ 

松井：2人ともフィギュア好きだからそうなったんだったね～ 

岩野：今度滑りに行きましょう！ 

松井：いいね！(何故かコメント欄で遊ぶ約束を始める人達) 

 



14. 全ての短調による 12の練習曲 Op.39 より 第 12番 「イソップの饗宴」   アルカン 

剣の舞                       ハチャトゥリアン＝シフラ 

東京大学 1年  渡邊 貴弘 

好きな作曲家、演奏家であるアルカン、シフラの曲を弾きます。 

 

15. 幻想曲 ロ短調 Op.28                        スクリャービン 

東京大学 3年  南 克彦 

クラシック音楽における Fantasie(幻想曲)という曲名には「幻想的な」という意味は無

く、「特定の形式にとらわれず、自由な発想に基づいてつくられた曲」という意味合いが込

められているようです。しかしスクリャービンのこの曲に関して言えば、「幻想曲」という

美しい誤訳がピタリとはまっているような気がしてなりません。 

 

16. 12の練習曲 Op.10 より 第 4番、Op.25 より 第 5番           ショパン 

慶應義塾大学 2年   萩原 知生 

ショパンエチュード二曲弾きます。難しい曲ですがのびのび弾きたいです。 

温かい目で見守ってください。 

 

17. ピアノソナタ 第 5番 ハ短調 Op.10-1 より 第 1楽章        ベートーヴェン 

立教大学 2年  齋藤 美紅 

個人的にベートーベンのお堅そうなところが大好きです。ふんわり可愛いショパンやモー

ツァルトはちょっぴり苦手です。女子力の欠如ですね！(笑) 

私などが語るのもおこがましいので、敢えて今回の曲については語らない事にしておきま

す。 

こういう合同の演奏会に出るのは恐らく初めてです。 

温かい目で耳で聴いてくださると嬉しいです！ 

 

18. 超絶技巧練習曲集 より 第 10番 ヘ短調                    リスト 

夜に見た夢                               村松海渡 

東京大学 1年  村松 海渡 

レパートリーを増やすべく、また磨くべく、久しぶりにこてこての曲を選んでみました。 

 

  



 第 3部 13:30~14:50  

 

19. ゴルトベルク変奏曲 より アリア、第 1変奏～第 10変奏                バッハ 

立教大学 4年  金子 静 

大好きなバッハの憧れの曲です♡久しぶりの演奏会でドキドキです♡バッハの魅力と私の

愛が伝わるよう頑張りますね♪ 

今回は後ろをぶった切ります。ちなみに次回私が弾くときは真ん中をぶち抜くつもりなの

で、お楽しみに！ 

 

20. 24の前奏曲 Op.11 より 第 11曲 ロ長調            スクリャービン 

ワルツ 変イ長調 Op.38                    スクリャービン 

熊蜂の飛行                     リムスキー=コルサコフ＝シフラ 

東京大学 1年  伊藤 圭祐 

スクリャービンの隠れた名曲の魅力を発信し、また、最後に自分のテクニックの限界に挑

戦するという謎のプログラムになっております。拙い演奏ですが、少しでも印象深い内容

となればと思います。 

 

21. I am                                  森田真奈美 

立教大学 1年  吉原 緋夏里 

報道ステーションのテーマ曲です。頑張って弾きます。 

 

22. 7つの幻想曲 Op.116 より 第 1番、第 7番              ブラームス 

東京大学 2年  松土 優衣香 

この曲は、ブラームスの晩年の小品集の一つです。この頃、非常に親しい友人や身内が亡

くなりました。その悲しみや孤独の中に救いと祈りもあるのがこの曲の魅力です。今日は

晩年のブラームスに思いを馳せて演奏したいと思います。 

  



23. 情報、恩寵                               松下祐介 

東京大学 2年  松下 祐介 

2年の夏休みが明けると理学部情報科学科での厳しくも充実した日々が始まります。そう

なる前に思い出作りをしておこうということで、自作曲を演奏することにしました。数々

の巨匠の名曲が並ぶ中で自作曲を弾くのはおこがましいですが、若気の至りと笑ってお聴

きください。  

 

・『情報』  

人間と情報科学の融和を描いたおとぎ話のような小品です。四度和音の打楽器的連打はバ

ツェヴィチのトッカータから着想を得ました。  

 

・『恩寵』  

カデンツァのような曲想の小品です。ドビュッシーの前奏曲集第 2巻の『ヒースの茂る荒

れ地』のメロディーが隠れています。  

 

24. 幻想曲 ヘ短調 Op.49                           ショパン 

東京大学 2年  成家 悠太 

木田さんには適当な応対をしていますが、ピアノには真摯に取り組もうと思います。 

 

25. ピアノソナタ 第 27番 ホ短調 Op.90 より 第 1楽章        ベートーヴェン 

東京大学 3年  木田 美聖 

東大での 8月演奏会でも演奏しましたが、この曲は何回でも弾きたいくらい好きなので今

回もエントリーしました。 

 

26. 幻想小曲集 Op.12 より 第 1番 「夕べに」              シューマン 

ワルツ 第 4番 Op.34-3                       ショパン 

立教大学 1年  片町 守七 

初の他大との演奏会なので、とても楽しみです！ 

演奏会を通じてたくさんの人とお友達になれたら嬉しいです♪ 

 

27. スケルツォ 第 3番 Op.39                       ショパン 

慶應義塾大学 2年  長谷川 春菜 

こんにちは！！慶應義塾大学の長谷川春菜です。 

慶應からのエントリーが少ないということで、出演させていただくことになりました…。 

このスケルツォ 3番は、私の大好きな曲なので、楽しんで弾けたらなと思います。 

 



 第 4部 15:00~16:20  

 

28. 幻想曲「さくらさくら」                      平井康三郎 

6つの小品 Op.32 より 第 3番 「春のささやき」         シンディング 

立教大学 4年  松井 美沙紀 

皆さんこんにちは。 

去年は体調不良で出演できなくなったので今年は出演できているといいなと思います。 

実はこれらの曲は立教の定期演奏会で弾いたのですが、もっと綺麗に弾きたいなと思った

のでエントリーしました。 

季節感がなさすぎるのですが、日本と北欧の春の雰囲気の違いを感じる面白い組み合わせ

だと思うので、お楽しみください(^O^) 

 

29. Asian Roses                              葉加瀬太郎 

立教大学 3年  坂巻 宏柄 

シャンプーは飲めます。気になる人は「グルシャン」で検索。 

 

30. Concert Paraphrase on "Dearly Beloved"          下村陽子＝亀岡夏海 

東京大学 3年  小川 貴士 

今回弾くのはボーカロイド音楽より 1曲、ゲーム音楽より 2曲、いずれもピアノ上級者の

皆さまにとっても弾き応えのある曲であること請け負いです。 皆さまが少しでもこれら

の音楽に興味を持ち、"現代音楽"の市民権の獲得に貢献できたのであれば、私にとってこ

れ以上の名誉はありません。  

 

Concert Paraphrase on "Dearly Beloved" 

composer：下村陽子 

piano transcription：亀岡夏海 

Kingdom Hearts Piano Collectionsの最後を飾る。スクエアエニックス社によるゲーム

「キングダムハーツ」のメインテーマ、"Dearly Beloved"の演奏会用編曲である。 

本曲は、何かを予兆させる導入から始まる。主題の様々な変奏を繰り返しながら音楽が展

開していき、その盛り上がりが最高潮に達した後、華やかなコーダで締めくくられる。ア

ルペジオや同音連打などの多様な技巧を高い練度で要求される難曲である。 

 

 

 

 



31. 15の即興曲 より 第 15番 「エディット・ピアフを讃えて」      プーランク 

東京大学 1年  三輪 哲大 

そうそうたるメンバーの中で弾くのは恐れ多いですが、精いっぱい弾きますので温かく見

守ってください！ 

 

32. 悲愴的な様式による 3つの曲 Op.15 より 第 3番 「死んだ女」       アルカン 

東京大学 2年  檜山 和志 

この曲集は 3曲から成り、今回弾く「死んだ女」は最後、第 1曲目「私を愛して」の冒頭

に回帰する。第 1曲から第 3曲までがひとつの物語であり、「死んだ女」では懐古の念と

激昂する感情そして諦めが語られる。 

 

この演奏会にどんな形であっても関わっている方々の 9割くらいはこの曲に語られている

ものに値する経験を持っていると思います。僕もその一人です。 

 

そう、人生は長い… 

※時間の関係で少し改編しています 

 

33. ノクターン 第 4番 Op.36                       フォーレ 

慶應義塾大学 2年   高橋 梨花 

初めて東慶立合同演奏会に出演させて頂く高橋梨花です。今回はフォーレのノクターンを

演奏します。 

この曲の、転調してからのオルガンみたいな所がかっこよくて好きです。一番好きなフレ

ーズなので、よければ見つけてくださると嬉しいです。緊張しますが頑張ります。 

 

34. パルティータ 第 2番 より シンフォニア、ロンド、カプリッチョ        バッハ 

立教大学 4年  柚木 葵 

こんにちは。この演奏会の前の週に日比谷野外音楽堂で頭とサイリウムを振っていた者で

す。大好きなアルゲリッチの演奏を聴いて、ロックでかっこいいところが好きになったの

が選んだきっかけの曲です。頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 



35. スケルツォ 第 1番 Op.20                       ショパン 

東京大学 3年  角野 隼斗 

この曲はショパンの若き頃の作品で、荒々しく、凶暴なまでの激しい感情が表現された曲

です。 

繰り返しが多く冗長な部分はあれど、冒頭やコーダのショッキングな和音、速いパッセー

ジの中に散りばめられた無数の不協和音など、若きショパンの実験的な試みが見られる面

白い作品です。 

 

36. 自作主題による変奏曲 Op.21-1                      ブラームス 

東京大学 6年   平松 拓馬 

ブラームスの自作主題による変奏曲は一人の人生を見ている感じがして好きです。 

 

 

 

 

最後までお聴きいただき、ありがとうございました♪ 

 

これからも各大学で演奏会を開催いたします。そちらへのご来場もお待ちしております。 

各大学の演奏会情報は、Twitterやウェブサイト等によりご確認ください。 

参考までに TwitterアカウントとウェブサイトのURLを紹介しておきます。 

・東京大学ピアノの会   @UTpkai  http://www.p-kai.net/ 

・立教大学 Pianoの会   @RikkyoPiano_kai http://www.rikkyo.ne.jp/sgrp/pianokai/ 

・慶應ピアノソサィエティー広報 @kpsconcert_info  http://kps-piano.net/ 

 

 

本日は東慶立合同演奏会にご来場いただきまして、本当にありがとうございました。 

 

 

                                 



 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


