
 

 
 
 
 
 
 
 

上智⼤学ピアノの会 
3 ⽉定期演奏会 

2021 年 3 月 20 日（土） 

於：杉並公会堂小ホール 

開場 15:00 開演 15:15 終演 20:55 

入場無料（完全予約制）・途中入退場可 
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〈お客様へ〉 

携帯電話や時計のアラームなど、音の出るものはマナーモードになさるか電

源をお切りくださいますようお願い申し上げます。 

ホール内での飲食、演奏中のフラッシュ撮影や音の出る機器を用いた撮影等

はご遠慮ください。 

皆様のご理解とご協力をお願い致します(1 階ロビー及びホワイエでの水分補

給は可能です。) 
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上智大学ピアノの会とは 

上智大学の公認サークルである上智大学ピアノの会は、1999 年 4 月 26 日に設

立され、ピアノを愛する学生が集まって演奏会を開いたり、サロンや合宿を行っ

たり、ピアノ音楽を中心に活動しているサークルです。今年度も多くの新入生を

迎え、現在会員は 40 名前後います。 

また、当サークルは東京六大学ピアノ連盟（通称：六連）にも加盟しており、

他大学（東京大学・早稲田大学・慶應義塾大学・明治大学・立教大学）のピアノ

サークルとの交流も盛んです。 

＊会長挨拶＊ 

 本日は第 5 回 3 月定期演奏会に足を運んでいただき誠にありがとうござい

ます。事前予約制や当日の感染症対策に対してご不便やご迷惑をお掛けしまし

たが、当会の演奏を是非お聴きになり、お楽しみ頂ければと存じます。 

上智大学は 2 月から春期休暇に入りましたが、当会が会員にとって居心地の

良い場所として愛着の心を持ち、そしてピアノに対する熱意の心を持てるよう

に、オンラインを主軸として交流活動を積極的に継続して参りました。出演者は

その心意気を持ちつつ、日々練習を重ねて参りました。 

今後、当演奏会のような対面の活動が徐々に再開し、会員一同がご来賓の皆様

と交流できる機会が増えることを切に願います。ただ、どのような条件下であっ

ても会員同士や皆様との繋がりを保ち、対面やオンラインなどの形態を問わず

に最大限工夫を重ねて参ります。今後とも当会にお力添えをくださいますよう

お願いいたします。 

最後になりますが、先の状況が読めない中練習に励んで下さった出演者の

方々や、企画や運営に携わって下さった方々、ご足労頂いたご来賓の皆様に改め

て御礼申し上げます。 

この定期演奏会をお楽しみ頂き、皆様にとって穏やかで心安らぐひとときと

なりましたら幸いです。 

第 23代会長 原田 実 
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Program 
開催日:2021 年 3 月 20 日 開場 15:00 開演 15:15 

於:杉並公会堂小ホール 

 

第 1 部（15:15~16:35） 

1. 田中 翔大  バラード 第 3番 Op. 47           /ショパン 
舟歌 Op. 60          /ショパン 

 
2. 黒田 彩乃  Dynamite         /デイビッド・スチュアート 

ふるさとの雪        /自作 
 
3. 浅山 倫太郎  銀河鉄道 999       / Jacob Koller 
 
4. 黒木 美波  ピアノソナタ 第 2番 Op. 35 より 第 1 楽章 

/ショパン 
 
5. 祖父江 郁也  4 分 33秒     /ジョン・ケージ 
 
6. 藤田 修士  ピアノソナタ 第 8番 K. 310      /モーツァルト 

スケルツォ 第 1番 Op. 84        /バラキレフ 
幻想即興曲 Op. 66             /ショパン 
ピアノソナタ第 3番 Op. 58 より第 4 楽章  /ショパン 

 

第 2 部（16:45~18:05） 

7. 岡本 理沙  エチュード Op. 25-9 「蝶々」        /ショパン 
エチュード Op. 25-11「木枯らし」       /ショパン 

 
8. 原田 実  愛の悲しみ          /クライスラー/ラフマニノフ編曲 

となりのトトロメドレー                    /久石 譲 
 
9. 鈴木 大樹  前奏曲 Op. 28-4         /ショパン 
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前奏曲 Op. 28-20         /ショパン 
前奏曲 Op. 3-2「鐘」    /ラフマニノフ 

10. 北村 暖  ソナタ K.56 L.356         /スカルラッティ 
ソナタ K.545 L.500                /スカルラッティ 

 
11. 大塚 理紗  エチュード Op. 10-3「別れの曲」       /ショパン 
 
12. 祖父江 郁也 ピアノソナタ 第 3番 Op.5      /ブラームス 
 

第 3 部（18:15~19:30） 

13. 帆足 海星  マズルカ 第 38番 Op. 59-3        /ショパン 
バラード 第 4番 Op. 52        /ショパン 

 
14. 楮原 ⻘  ピアノ曲集 お菓子の世界   /湯山 昭 
 
15. 佐川 友紀  バラード 第 1番 Op. 23        /ショパン 

ピアノソナタ 第 24番 Op. 78        /ベートーヴェン 
 
16. 山崎 詩織  喜びの島      /ドビュッシー 
 
17. 鈴木 里菜子 演奏会用アレグロ Op. 46            /グラナドス 
 
18. 大菅 さら 前奏曲 Op. 23-4     /ラフマニノフ 
 前奏曲 Op. 32-12     /ラフマニノフ 
 巡礼の年 第 2 年への追加「ヴェネツィアとナポリ」より

「ゴンドラを漕ぐ女」S.162 / R.10   /リスト 
 

第 4 部（19:40~20:55） 

19. 鈴木 里菜子、浅山 倫太郎、田中 翔大 
2 台ピアノのための組曲 第 2 番「シルエット」

Op. 23 より 2.コケットな女 3.道化役者 4.夢見る

人 5.踊り子 
/アレンスキー 
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20. 黒木 美波、山崎詩織 死の舞踏 Op. 40         /サン=サーンス 
 
21. 辻 賢治、村井 肇  歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲 /ヴェルディ 
 
22. 帆足 海星、楮原 ⻘ ピアノ協奏曲 第 1番 Op. 11       /ショパン 

 
 

出演者による曲の紹介およびコメント 

 

第 1 部（15:15~16:35） 

1. バラード 第 3番 Op. 47  /ショパン 

舟歌 Op. 60  /ショパン   

理工学部 物質生命理工学科 4 年 田中 翔大 

 バラード 3 番は会話の形式から成る。左右の手に別々の愛し合う人格を持た

せ、内声や和音中の旋律音に矛盾なくそれぞれの主張を織り込むことが最大の

挑戦だ。左右の目まぐるしい会話が二人の唯一美しい記憶と過ちを思わせる鉛

の味を想起させる。 

 舟歌は死を連想させる。無限に広がる静かな水面に小舟を浮かべ、右手の旋律

で漕ぎ出しながら左手で一つまた一つと波を重ねていく。波は徐々に小舟を進

める漕ぎ手の意思に同調し最後には人格を持って抗えない力で飲み込んでしま

う。この世を去った人間があの世へ到達するまでの最後の時間、この小舟の中で

最も愛した人と最後の時間を過ごす明瞭な幻覚だ。 

 

2. Dynamite /デイビッド・スチュアート 

ふるさとの雪  /自作 

法学部 国際関係法学科 1 年 黒田 彩乃 

 本日は演奏会にお越しくださり、誠にありがとうございます。今回演奏します

二曲は、自身がそれぞれ編曲、作曲致しました。『Dynamite』は、世界中で人気



 5 

の韓国発祥のアイドルグループ、BTS の代表曲です。友達がカラオケで歌って

いるのを聴き、サビの和音に魅力を感じ、耳コピーでのピアノアレンジに挑戦し

ました。原曲と似ている部分、少し異なる部分の違いを楽しんでいただきたいで

す。『ふるさとの雪』は、高校 3 年時に作曲しました。古民家が並ぶ街の中、雪

が静かに降り積もる様子をノスタルジックに表現しました。私の感じる日本の

原風景の美しさが皆様に伝わりましたら大変嬉しいです。 

 

3. 銀河鉄道 999  / Jacob Koller 

理工学部 物質生命理工学科 1 年 浅山 倫太郎 

 こんにちは。本日で 2 回目の演奏となります！今回も前回に引き続きジャズ

ver.で演奏させていただきます。クラシックはもちろんのこと素晴らしいのです

が、最近はジャズピアノにもハマってしまいまして…もし今日の演奏でジャズ

も悪くないなって思われましたら是非 YouTube で'Jacob koller'と検索してみてく

ださい！きっと素晴らしい演奏がたくさん見つかることでしょう！ 

 

4. ピアノソナタ 第 2番 Op. 35 より 第 1 楽章  /ショパン 

総合グローバル学部 総合グローバル学科 4 年 黒木 美波 

 2 年生の皆さん、演奏会の企画運営ありがとうございます！ 

緊張を力に変えて、演奏したいと思います٩( ᐛ )و 
 

 

第 2 部（16:45~18:05） 

8. 愛の悲しみ  /クライスラー/ラフマニノフ編曲 

となりのトトロメドレー  /久石 譲 

理工学部 機能創造理工学科 2 年 原田 実 

 「愛の悲しみ」は、フリッツ・クライスラーがヴァイオリンとピアノのために

作った楽曲で、後にラフマニノフがピアノ独奏に編曲しました。有名な漫画の挿
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入曲としても取り上げられました。最初の部分は少し冷たく憂いを感じさせる

ような雰囲気で、途中から、木漏れ日が差すようなほのかに明るい旋律が印象的

です。そのような曲調が三寒四温の 3 月の季節にぴったりだと思いました。両

手でメロディを途切れなくつなげるところが特に難しかったですが、春の訪れ

を体現できるように頑張ります。「となりのトトロメドレー」は、「となりのトト

ロ」に登場する曲を耳コピーして少しジャズ風にアレンジしたものです。是非聴

いていただけると幸いです。 

 

10. ソナタ K.56 L.356  /スカルラッティ 

ソナタ K.545 L.500  /スカルラッティ 

理工学部 機能創造理工学科 2 年 北村 暖 

 スカルラッティという作曲家は全然知らなかったのですが、偶然 YouTube で

聴いて何曲か気に入ったので、その内の２曲を弾きます。 

 

11. エチュード Op. 10-3「別れの曲」 /ショパン 

法学部 国際関係法学科 1 年 大塚 理紗 

 メロディーラインがとてもゆったりとしていて綺麗で、お気に入りの曲です。

ぜひお聞き下さい。 

 

第 3 部（18:15~19:30） 

13. マズルカ 第 38番 Op. 59-3  /ショパン 

バラード 第 4番 Op. 52  /ショパン 

経済学部 経済学科 4 年 帆足 海星 

 ピアノ協奏曲第一番や二つの練習曲集などを除けば、完成度の高い作品が特

に集中しているのは作品 40 番台後半から 60 番台前半までであり、ショパン自

身は 31～36 歳にかけての時期です。彼は 39 歳で亡くなりますが、これらはま
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るで人の一生をすべて理解し切ってしまった何者かによる遺書であるかのよう

な、情熱的で厚みがあり、優れた演奏技法も多種多様に揃えられた作品群です。

その中から本日は二曲をご紹介します。 

マズルカ第 38番（作品 59-3） 

 秀逸な作曲技法のもと、ピアノ・ソナタ第 3 番（作品 58）を連想させるよう

な幻想的な和声と、民族性をあまり感じさせないはっきりとしたメロディアス

な旋律で散りばめられた傑作です。 

バラード第 4番（作品 52） 

 最高傑作のひとつに数えられる作品です。最初に譜読みをしたのは 6 年ほど

前になりますが、自分にとっては時間を置くほどに、作曲者の残した音楽を再現

することの面白さが増幅されていく曲です。この曲に限ったことではないです

が、和声進行や構成、音の一つ一つをとっても、すべてが美しく、弾き方やそれ

ぞれの主張の仕方を変えてみると、また違った様相の美しさをふんだんに感じ

ることのできる曲です。 

 

14. ピアノ曲集 お菓子の世界  /湯山 昭 

理工学部 物質生命理工学科 4 年 楮原 ⻘ 

 あら？だいぶお疲れのようですね。そんなあなたに。 

…食べ過ぎには気をつけてくださいね。 

 

15. バラード 第 1番 Op. 23  /ショパン 

ピアノソナタ 第 24番 Op. 78  /ベートーヴェン 

経済学部 経済学科 3 年 佐川 友紀 

 2 曲の作品の背景を踏まえて、曲の魅力を引き出せるように努めます。また、

今までお世話になった 4 年生の方々への感謝の気持ちを込めて演奏させて頂き

ます。 
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16. 喜びの島  /ドビュッシー 

総合グローバル学部 総合グローバル学科 2 年 山崎 詩織 

 この曲は、ドビュッシーが既婚者の身でありながらもバルダック夫人に恋を

し、その後にイギリスのジャージー島へ旅行に行った時の思い出が描かれてい

るという説があります。これが本当かは分かりませんが、曲の終盤の盛り上がり

方は喜びが爆発しているように感じます。ドビュッシーの曲を弾くのは久しぶ

りなのですが、ドビュッシーの喜びを感じながら楽しんで弾きたいと思いま

す！ 

 

17. 演奏会用アレグロ Op. 46  /グラナドス 

理工学部 物質生命理工学科 2 年 鈴木 里菜子 

 グラナドスはスペインを代表する作曲家で、この曲の中にはスペインのエネ

ルギッシュな雰囲気を連想するようなフレーズが多く繰り返されます。特に最

初の第一主題は印象的で、押し寄せる波のように激烈な勢いで進んでいきます。

しかし、テクニックだけでなく、夢の中にいるようなロマンチックなパッセージ

も所々に散りばめられているので大胆でもあり繊細な曲だと思います。 

四年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。また、お会いできること楽し

みにしております。是非遊びに来てください。 

 

18. 前奏曲 Op. 23-4  /ラフマニノフ 

前奏曲 Op. 32-12  /ラフマニノフ 

巡礼の年 第 2 年への追加「ヴェネツィアとナポリ」 

より「ゴンドラを漕ぐ女」S.162/R.10  /リスト 

法学部 法律学科 4 年 大菅 さら 

 ラフマニノフ 

 今回の前奏曲は、私にとって初めてのラフマニノフです。ラフマニノフの音楽

固有のどこか妖艶な雰囲気にいつも魅了されていますが、その深く艶やかな音
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色を生み出すのは至難の技と感じます。音色を探索しながら、本番も演奏できれ

ばと思います。 

リスト 

 この作品は、ジョヴァンニ・ヴァッティスタ・ペルチーニの《小さなゴンドラ

上のブロンド娘》を元に作曲された。左手がゴンドラのゆったりとした揺れを、

メロディはヴェネツィアの穏やかな時間の流れや、澄み切った青空を想起させ

る。旅行気分を味わいながら演奏したいです。 
 

第 4 部（19:40~20:55） 

19. 2台ピアノのための組曲第 2番「シルエット」  

2.コケットな女 3.道化役者 4.夢見る人 5.踊り子 Op. 23  /アレンスキー 

理工学部 物質生命理工学科 2 年 鈴木 里菜子 

理工学部 物質生命理工学科 1 年 浅山 倫太郎 

理工学部 物質生命理工学科 4 年 田中 翔大 

鈴木：2番は愛嬌に富んだ軽やかなメロディー、3番は戯けて生き生きとした動

き、4番の甘くも情熱的な雰囲気、5番のフラメンコを想起させるリズム。西欧

のロマンとロシアの情緒を華麗に融合させた素敵なメロディーをお楽しみくだ

さい。 

 

浅山：こんにちは。次はクラシックの曲です。長いことピアノはやってきました

が今回演奏する二台ピアノは初めての挑戦となります。精一杯演奏しますので、

よろしくお願いいたします。 

 

20. 死の舞踏 Op. 40  /サン=サーンス 

総合グローバル学部 総合グローバル学科 4 年 黒木 美波 

総合グローバル学部 総合グローバル学科 2 年 山崎 詩織 

黒木：2台ピアノを演奏する機会をいただけて嬉しいです。息を合わせて、演奏
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したいと思います ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ 

 

山崎：クラッシックの連弾も、2台ピアノも人生で初めてなので、とてもワクワ

クしています。この曲は終始とてもカッコ良く、特に終盤の盛り上がるところ

で、各パートが違うテーマのメロディーを演奏するのですがその響きが美しい

です。美波さんと息を合わせて弾いていきたいと思います ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ 

 

22. ピアノ協奏曲 第 1番 Op. 11  /ショパン 

経済学部 経済学科 4 年 帆足海星 

   理工学部 物質生命理工学科 4 年 楮原 ⻘ 

帆足：円熟期の作品とは違い、どこまでも澄み渡った美しさや愚直な情熱で満ち

溢れており、やはり人生の本質は若さなのだと実感させられるような曲です。こ

の超大傑作を 20歳で完成させたショパン、本当に同じ人間なのでしょうか。も

う 23歳なのに、何も残せていない自分がとてつもなく小さな存在に感じてしま

います。 

 四年間、お世話になりました。そして、この作品のオーケストラパートを引き

受けてくれた同期に大感謝。 

 P.S. 個人的に好きな演奏は Evgeny Kissin と Lang Lang です。 

 

楮原：音楽家としての飛躍のため、故郷ワルシャワを旅立つショパンが書いた協

奏曲です。私たちも大学を旅立ち、新たなスタートを迎えます。 

 人生でこのような最高傑作の演奏に携わることができると思っていなかった

ので、とても嬉しいです。そんな機会をくれた同期、そしてピアノの会のみんな、

本当にありがとうございます。 
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＊演奏会主任挨拶＊ 

 本日は上智大学ピアノの会第 5 回 3 月定期演奏会にお越しいただき誠にあ

りがとうございます。緊急事態宣言下の演奏会となりましたが、多くの会員が出

演し、4 年生の卒業前の最後の演奏会を開催できたことを大変嬉しく思っており

ます。改めて、実際に演奏会を通じて交流し、音楽を楽しむことの素晴らしさを

実感することができました。本演奏会は、代替わり後の 1 回目の演奏会となり、

私自身も戸惑うところは多くありましたが、ホール関係者の皆様や多くの会員

の協力があって無事に開催することができ、心から感謝しております。今後の演

奏会も、新型コロナウイルスの感染拡大を最大限に注意した上で開催すること

になると思いますが、感染防止対策を講じ、充実した演奏会を開催できるように

努めて参りたいと思います。 

第 23代演奏会主任 山崎 詩織 

 

 

 

＊入会・見学希望の方へ＊ 

入会に必要な資格などはありません。ピアノの演奏経験や、学年、所属大学

（専門学校も可）は一切問いません。ミーティングや演奏会等に来ていただい

き、書類提出・会費納入を済まされた方は、上智大学ピアノの会の一員です。入

会希望の方はお気軽にミーティングや演奏会へ見学にお越し下さい。 

 

・お問い合わせ：sophia_piano408@yahoo.co.jp 

・TEL：070-3315-3776 

・HP：https://sophiapiano408.wixsite.com/pkai 

・Twitter：https://twitter.com/sophia_piano 
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１年間の活動 

上智大学ピアノの会の１年間の活動をご紹介いたします（ここでは昨年度まで

の一般的な活動内容について説明しております。） 

 

4 月 <フレッシュマンウィーク> 上智大学の各サークルが新歓を行い、新入生

がサークルを決める期間です。 

5 月 <新歓サロン> 上級生が新入生に演奏を披露します。レクリエーションも

行い、新入生との交流を深めます。 

6 月 <フレッシュマンコンサート> 新入生が初めて出演する演奏会です。 

8 月 <春学期テストお疲れさま会> 春学期の納会です。 

<慶上サロン> 慶應義塾大学の慶應ピアノソサィエティーと当サークルの

合同サロンコンサートです。他大学と交流できるのも当サークルの魅力の

一つです！ 

9 月 <春学期定期演奏会> 現役会員によって毎年行われる演奏会です。(今回の

演奏会です！) 

<夏合宿> ピアノには触れず、海や山などで観光を楽しみ、会員の交流を深

めるイベントです。 

10 月 <OB・OG 演奏会> 当サークルの OB・OG の方々と行う演奏会です。 

11 月 <ソフィア祭コンサート> 11 月初旬に上智大学の学園祭「ソフィア祭」が

開催され、当サークルも学内でコンサートを行います。 

12 月 <東上サロン> 東京大学の東大ピアノの会と当サークルの合同サロンコン

サートです。 

<引退演奏会> 幹部代がこの演奏会をもって引退します。 

1 月 <秋学期テストお疲れさま会> 秋学期の納会です。 

2 月 <早上合同演奏会> 早稲田大学の早大ピアノの会と当サークルの合同演奏

会です。 
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3 月 <JMR 合同演奏会> 明治大学の明治大学ピアノの会 KLAVIER、立教大学

の立教大学 Piano の会と当サークルの合同演奏会です。 

<３月定期・卒業演奏会> 4 年生の卒業演奏会と現役会員による演奏会を行

います。 

 

 このほかに、東京六大学ピアノ連盟主催の演奏会に上智大学ピアノの会から

毎年多くの会員が出演しております。詳しくはホームページ（http://rokuren.com）

をご覧ください。 
 

 

 

 

 

次回演奏会のお知らせ 

 

9 ⽉定期演奏会 
於：鶴見区民文化センター 音楽ホール 

入場無料・全席自由(予定)・途中入退場可 

 

2021 年 9 月 18 日（土） 

開演・開場未定(15:00 頃開演予定) 

プログラム等、コンサートの詳細が決定次第、公式 HP や Twitter にてお知ら

せいたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

 


