
東京大学室内楽の会 

9 月演奏会 
 

 

 

日時：2017. 9.15(金) 14:00 開演 

場所：めぐろパーシモンホール 小ホール 

 

 



 

１. ２つのバイオリンとピアノのための小品より プレリュードとワルツ 

ショスタコーヴィッチ 

Vn. 佐藤皓海 (理科 I 類 2 年) 

 Vn. 真田茜 (日本女子大学人間社会学部 1 年) 

 Pf. 安田傑 (マテリアル工学部 3 年) 

♪ 戦時のロシアに生きたショスタコーヴィッチの書いたものとしては珍

しい、明るく希望に満ちた曲です。 

 

 

 

２. 脚怒火突華打 

玄守鷹矢 (檜山和志編) 

Pf. 檜山和志（文科Ⅲ類 2 年） 

♪ ドラム主役の今は無き某無名バンドの曲のキーボード編曲のピアノ編

曲。 

 

 

 

３. シリンクス 

C.ドビュッシー 

Fl. 笠原陽子 (社会人） 

♪ シリンクスとはギリシャ神話に出てくる妖精です。フルートの様々な

音色の変化をお楽しみ下さい。 

  

 

 

 

４. 「タンゴの歴史」より 酒場 

ピアソラ 

Fl. 田中大 (人文社会系研究科修士 1 年) 

Pf. 中山小夏 (経済学部 3 年) 

♪ クラシックとは一味違うメロディーをお楽しみください． 

 

 

 



５. オペラ「カルメン」より 前奏曲、ハバネラ、ジプシーの歌、第 3 幕

への間奏曲 

Ｇ．ビゼー (伊藤康英編) 

Fl. 桑迫ちあも (桐朋学園大学音楽学部 1 年) 

Fl. 笠原陽子 (社会人) 

♪ カルメンとは 1820 年頃スペインのセビリアで本当に起こった事件をも

とにしたオペラです。今回はフルート 2 本でカルメンの世界を表現し

たいと思います。 

 

 

６. ３つのバイオリンのためのカプリチオ op.2 

フリードリヒ・ヘルマン 

Vn. 佐藤皓海 (理科 I 類 2 年)  

Vn. 和知英恵 (東京学芸大学 A 類音楽科 1 年)  

Vn. 杉田祥太郎 (理科 III 類 1 年) 

♪ この曲は三つのバイオリンのみで演奏される珍しい編成をしていま

す。室内楽らしい繊細な演奏をしたいと思います。 

 

 

 

～休憩～ 

 

 

 

７. ミュージカル『指輪物語』より, 

 'The Cat and the Moon', 'Now and for Always', 'Wonder' 

 A.R.ラフマン、C. ナイティンゲール、ヴェルッティネ (中野智宏編) 

 Pf. 中山小夏（経済学部経済学科 3 年） 

 Fl. 山本凪紗（電気通信大学情報理工学域Ⅱ類 2 年） 

 Vn.1 舟川開（理科 III 類 2 年） 

 Vn.2 中野智宏（文科 III 類 2 年） 

♪ 小説『指輪物語』の翻案としては、映画版の『ロード・オヴ・ザ・リ

ング』に比べるとあまり知られていないミュージカル版ですが、ナン

バーはどれも良曲です。今回はその中から 3 曲を演奏いたします。 

 



 

８. 火の鳥 

中村天平 (檜山和志編) 

Pf. 檜山和志 (文科Ⅲ類 2 年) 

♪ 作曲者本人の他に弾けるのは世界で私だけの滅多に聴けないけど猛烈

にかっこいい曲です。ドラムと合わせたいですがドラムがいないので

ピアノソロで。 

 

 

９. Tornami a vagheggiar 

Piangero la sorte mia 

Georg Friedrich Händel 

Sop. 麻生晴美 (医学医学科 6年) 

 Pf. 結城貴和 (医学部医学科 6年) 

♪ 2曲ともヘンデルの A-B-A形式のアリア、すなわちダ・カーポアリア

です。Tornami a vagheggiarは、かわいらしく軽快でおもわず口ずさ

みたくなるようなメロディーをお楽しみいただければと思います。

Piangero la sorte miaは、ラルゴとアレグロの違いや、クレオパト

ラの絶望を表現できればと思います。 

 

“Tornami a vagheggiar” 

Tornami a vagheggiar,  

te solo vuoi amar  

quest'anima fedel,  

caro mio bene.  

Gi&agrave; ti donai il mio cor;  

fido sar&agrave; il mio 

amor;  

cara mia speme. mai ti 

sar&ograve; crudel, 

 

 

「帰ってきて、喜ばせて」 

帰ってきて、喜ばせて！ 

愛しい人、私の誠実な心は、 

あなただけを愛していたいの。 

私はもう、あなたに心を差し上げたわ。 

私は誠実で、決してあなたを苦しめ

たりしないわ  

 



 

”Piangero la sorte mia” 

E pur cos&igrave; in un giorno  

perdo fasti e grandezze? Ahi 

fato rio!  

Cesare, il mio bel nume, 

&egrave; forse estinto;  

Cornelia e Sesto inermi son, 

n&eacute; sanno  

darmi soccorso. O dio!  

Non resta alcuna speme al 

viver mio. 

Pianger&ograve; la sorte mia, 

 s&igrave; crudele e tanto ria 

 finch&egrave; vita in petto 

avr&ograve;. 

Ma poi morta, d’ogni intorno 

il tiranno notte e giorno, 

  

 

こうして私は１日のうちに  

権力も威光も失うの？ああ、意地

悪な運命！ 私の大切な神、チェー

ザレもたぶん死んだのね  

丸腰のコルネーリアとセストも   

私を助ける術はない、おお神よ！  

もう生きる望みは何もない 

この胸に息のある限り 

かくも苛酷な、非情な運命に泣き続

けることでしょう。 

でも、死んでから後、昼夜問わずあの

暴君につきまとい、怨霊を送りつけて

脅かしてやりましょう。  

fatta spettro, agiter&ograve;. 

 

 

出典 

https://ameblo.jp/nozomi-opera/entry-11753592070.html 

http://meikyoku.exblog.jp/11878777/ 

https://www31.atwiki.jp/oper/pages/666.html 

 

 

 

https://ameblo.jp/nozomi-opera/entry-11753592070.html
http://meikyoku.exblog.jp/11878777/
https://www31.atwiki.jp/oper/pages/666.html


 

 

 

１０. 交響詩「クー・ヒュルン；あるいはクランの犬の一生」より抜粋： 

「0. プレリュード」「5. スカアハの訓練」「6. オイフェとの戦い」「追補

編 2. デルヴォルギル哀歌；白鳥の歌」「追補編 6. 聖パトリックとクー・

ヒュルンの幽霊馬車」「10. マグ・ムルテウネ野の大敗とクー・ヒュルン

の死；生ける伝説（抜粋）」 

中野智宏 

Pf. 連弾 中山小夏（経済学部経済学科 3 年） 

       杉本健太朗（理学系研究科物理学専攻 修士 2 年） 

D ティン・ホイッスル、Vn. 持ち替え：中野智宏（文科 III 類 2 年） 

Fl. 山本凪紗（電気通信大学情報理工学域Ⅱ類 2 年） 

Bb Cl. 齋藤花琳（白百合女子大学文学部 3 年） 

1st Vn. 鈴木奏（文科Ⅲ類 1 年） 

2nd Vn. 林美香子（お茶の水女子大学 理学部情報科学科 3 年） 

     舟川開（理科 III 類 2 年） 

Va. 高橋千尋（農学部生命化学・工学専修 3 年） 

Vc. 芝池円香（東京藝術大学楽理科 3 年） 

   大塚悠一 (エキストラ出演) 

♪ 室内楽の会のメンバーが作曲し、先日の 5 月祭演奏会で初演された室内

楽交響詩。曲についての詳しい情報はお手元の冊子または以下の解説サ

イトをご覧ください（両者の内容はほぼ同じになります）。 

https://sites.google.com/view/symphonic-poem-cuchulainn/home（もしくは「a 

breeze from ulster tormis」で検索） 

 

 

                             

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/symphonic-poem-cuchulainn/home


 

 

～おわりに～ 

本日は、東京大学室内楽の会・9 月演奏会にお越しいただき、誠にありがとう

ございました。短い間でしたが、私達の演奏を楽しんでいただけたなら幸いです。 

演奏会に対するご意見・ご感想等ありましたら、下記よりご連絡ください。 

 

また、当会には東京大学以外の学生も多数所属しております。入会を希望され

る場合も下記より問い合わせください。 

 

 

東京大学室内楽の会 HP : http://cmc.sakura.ne.jp/  

Twitter : @cmc_ut 

Facebook : https://www.facebook.com/東京大学室内楽の会-656100404510875/ 

 

http://cmc.sakura.ne.jp/


次回の演奏会予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駒場祭演奏会では、本日の演奏会よりもさらに多彩な音楽をお届けします。入場はもちろん

無料。お気軽にお越しください。 

 

11月 24～26日 

～室内楽の会 駒場祭演奏会～ 

 

 

24 日(金) 

  12:00 会場, 12:15 開演 (14:30 終演予定) 

  場所：東京大学駒場キャンパス コミュニケーションプラザ 音楽実習室 

25 日(土) 

  12:45 会場, 13:00 開演 (15:00 終演予定) 

  場所：場所：東京大学駒場キャンパス コミュニケーションプラザ 音楽実習室 

26 日(日) 

  11:15 会場, 11:30 開演 (13:45 終演予定)  

  場所：東京大学駒場キャンパス コミュニケーションプラザ 舞台芸術実習室 

 


