
東京大学室内楽の会 

駒場祭演奏会 
 

 

 

日時：2016.11.25(金) 12:15開演 

場所：駒場キャンパス コミュニケーションプラザ音楽実習室 

 

 



1. ヴァイオリンコンチェルト 第１楽章 

 チャイコフスキー 

Vn. 鈴木友璃葉（農学部４年）  

Pf. 中山小夏（文科三類２年） 

♪ 四大ヴァイオリンコンチェルトの一つで、とても華やかな曲です。 

ちょっと長いですが、楽しんでいただけるように頑張ります！ 

 

 

2. もう一度 

  千原英喜 

  Br. 辻田崇宏（文科二類１年） 

  Pf. 飯田令一（文科二類１年） 

♪ Nコン 2012年に課題曲となった曲。震災からの人々の心情を細やかに 

あらわしている曲だと思います。 

 

 

3. チェロソナタ 1楽章 

ショパン 

Vc. 平野寛治（文科二類１年） 

Pf. 大西虎之介（文科二類１年） 

♪ 音楽的に難解と言われるこの作品の中でも、今回演奏する第一楽章は特に

複雑とされ、ショパン本人の伴奏による初演では演奏されませんでした。

技術的にも解釈的にも至らない点ばかりですが、かなりのチャレンジなの

で、温かく見守っていただければ幸いです。 

 

 

4. ピアノ・ソナタ 第 3 番 ヘ短調 グランドソナタ 

   シューマン 

  Pf. 西川凌（経済学部 3年） 

♪ この曲が作られた当時、ロベルトシューマンは両想いの関係で結婚したい

と考えていましたが、クララは当時から国際的に活躍しているピアニスト

であり、片やロベルトは経済状態不安定な作曲家。クララの父親、ヴィー

クから結婚を反対されていました。ロベルトの師匠でもあったヴィークか

らの反対はとても精神的につらいものであったでしょう。何かに憑かれた

ような苦しみ、というのを感じます。恋とは苦しいものなんですね 

 



5. ヴァイオリンコンチェルト 第三楽章 

ブラームス 

Vn. 宮嶌祐生（理科一類２年） 

Pf. 中山小夏（文科三類２年） 

♪ いつかどこかで聞いたことのあるメロディ 

 

 

 

6. オペラ”カルメン”より「闘牛士の歌」 

ビゼー 

Br. 木戸大輔（文科二類１年） 

 Pf. 飯田令一（文科二類１年） 

♪ 天下の闘牛士、木戸大輔の登場です！お祭なので歓声、奇声、手拍子、乱

入、何でもありです！一緒に楽しみましょう！ 

 

 

 

7. ピアノ五重奏 第 2番 第 1楽章 

  ドヴォルザーク 

1stVn. 齊藤巧真（理学部 3年） 

2ndVn. 鈴木友璃葉（農学部 4年） 

Va. 高橋千尋（理科一類 2年） 

Vc. 大宮萌恵（教養学部 3年） 

Pf. 松尾仁嗣（理科二類 1年） 

♪ 僕はこの曲が好きです:D (文責:Pf) 

 

 

 

―――――――――【休憩（１０分間）】――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 



8. ヴァイオリン協奏曲ホ短調作品 64より 第 1楽章 

メンデルスゾーン 

 Vn. 齊藤巧真（理学部 3年） 

Pf. 今野周（文科一類 2年） 

 ♪ 冒頭のソロの旋律が、この曲の要だと思います。メンデルスゾーンの曲

に特有の、整った美しさを再現できるように頑張ります。 

 

 

9. セカンドワルツ 

   ショスタコーヴィッチ 

Vn. 鈴木友璃葉（農学部４年） 

ピアニカ 小林未佳（文学部４年） 

Pf. 中山小夏（文科三類２年） 

♪ ソ連より愛を込めて、あるいはロシアを愛するあなたへ。ロケ地はサンク

トペテルブルクです。 

 

 

10. ヴァイオリンソナタ 第 9番 「クロイツェル」 第 1楽章 

ベートーヴェン 

  Vn. 鈴木友璃葉（農学部 4年） 

Pf. 松尾仁嗣（理科二類 1年） 

♪ ヴァイオリンソナタの最高峰とも呼ばれるこの曲は、後に小説家トルス

トイがクロイツェルソナタと題する本を出すなど、音楽的だけでなく文

学的にも意味深いものです。Vn、Pfともかなりの難曲で、発表当時は誰

も弾けなかったとか...。ベートーヴェンらしい荘厳で斬新な旋律をお楽

しみ下さい。 

 

 

11. ブエノスアイレスの春 

ピアソラ 

ピアニカ 小林未佳（文学部４年) 

 Vc. 前田和宏（総合文化研究科国際社会科学専攻博士２年） 

Pf. 中山小夏（文科三類２年） 

♪ いま南半球は春だから季節外れなんかじゃないです。 

 

 



12. 2台のヴァイオリンのためのソナタ 

イザイ 

1st Vn. 齊藤巧真（理学部 3年） 

2nd Vn. 鈴木友璃葉（農学部 4年） 

♪ イザイ(1858-1931)は高名なヴァイオリニストで、彼の曲は技術面でも 

表現面でも難曲揃いです。今回の演奏はかなりの冒険となりますが、最後

まで聴き届けていただけると幸いです。 

 

 

13. ピアノ三重奏曲第２番 ハ短調 作品 66 第４楽章 

フェリックス・メンデルスゾーン（1809-1847） 

 Pf. 中山小夏（文科三類２年） 

Vn. 中塩優子（東京工業大学修士１年） 

Vc. 上原ひとみ（2016年東京大学法学部卒業） 

 

♪ ９度の跳躍がある奔放な第一主題に始まり、流麗でありながら力強い情熱

を感じさせる作品です。展開部に登場する旋律は、バッハのカンタータ

130番にも用いられているというコラール風のもので、神聖さと空間的な

広がりによって、終楽章をクライマックスへと導きます。（上原） 

 

この曲はすごく好きでずっと弾きたかったので、大好きなメンバーで 演

奏できてとてもとても嬉しいです。演奏していると感極まってしまうので

すが、できればメンデルスゾーン先生に感謝しながら丁寧に弾きたいで

す。私たちが演奏している時の幸せな気持ちが、皆様にもお届けできたら

嬉しいです。（中塩） 

 

 

桜蔭出身の三姉妹(笑)による激レア三重奏。息ぴったりの演奏を、ドラマ

チックな旋律に乗せてお届けします！最後までごゆっくりお楽しみくださ

い。（中山） 

 

 

 

 

 

 



 

～おわりに～ 

 

本日は、東京大学室内楽の会・駒場祭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、東京大学室内楽の会 HP

（ http://cmc.sakura.ne.jp/ ）までご連絡ください。 

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

る場合も上記HPからお問い合わせください。 

 

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


東京大学室内楽の会 

駒場祭演奏会 
 

 

 

日時：2016.11.26(土) 12:40 開演 

場所：駒場キャンパス コミュニケーションプラザ音楽実習室 

 

 



 

1. 久遠の愛と誠  ドニゼッティ 

  落葉松  小林秀雄 

Sop. 浦野なつき（お茶の水女子大学音楽表現コース 1 年）  

Pf. 飯田令一（文科二類１年） 

♪ 【久遠の愛と誠】 「愛の妙薬」「ランメルモールのルチア」などのベルカントオペ

ラで知られるドニゼッティの歌曲に挑戦しました。曲名の格好よさに惹かれて選び

ましたが、愛する人に永遠の愛を誓う本当に素敵な歌です。美しい詩と音楽を感じ

ながら、心を込めて歌います。 

 

【落葉松】 曲は高原の霧雨の中からやってくる。やがて激しく心を揺さぶり、再

び高原の秋の、雲霧の彼方へと去ってゆく―」野上彰の 8 行詩にひどく感動した

小林秀雄は一気に曲を書き上げ、出来上がった曲についてこう語っています。雨

の降りしきる秋の落葉松林に佇む「私」の心を皆様にお伝えできれば幸いです。 

 

 

2. ヴァイオリン・ソナタ ト長調 第一楽章  ギヨーム・ルクー 

 Vn. 鈴木志保（農学生命科学科修士１年） 

 Pf. 田村和也（総合文化研究科広域科学専攻修士２年） 

♪ 旋律の美しさが伝わればと思います。 

 

 

3. フルート協奏曲第１番ト長調  シュターミッツ 

Fl. 菅野悠未（法学政治学研究科修士２年） 

Pf. 芝池円香（東京藝術大学楽理科２年） 

♪ 古典バロック時代の協奏曲ながら、フルートの美しい旋律がとても心地よい曲で

す。 

 

 

4. ヴァイオリンソナタ ト短調 第一、三、四楽章  エックレス 

  Vn. 清水玲（経済学部３年） 

  Pf. 杉本健太朗（理学系研究科修士１年） 

♪ ヘンリー・エックレスは、バッハやヴィヴァルディよりもさらに古いイギリスの作

曲家です。ゆったりとした、バロックらしいシンプルで美しい旋律が魅力的な曲で

す。 

超絶技巧の箸休めにお聞きいただければ幸いです。 



5. ブランデンブルク協奏曲 第 5 番 第 3 楽章  J.S.バッハ 

Pf. 松尾仁嗣（理科二類１年） 

Vn. 田井詩織（東京女子大学現代教養学部１年） 

Fl. 高野詩菜（東京理科大学理学部１年) 

♪ 今回はチェンバロではなくピアノを使って演奏します。想像している曲とは少し違っ

て聴こえるかもしれませんが、ぜひお楽しみください 

 

 

6. 弦楽五重奏曲第 2 番 Op.111 より第 1 楽章  ブラームス 

 1stVn 植松優（東京藝術大学音楽学部１年） 

2ndVn 若林陽子（教育学部４年） 

1stVa 大森豊寛 

2ndVa 小畑聡美（医学部５年） 

Vc 高木優帆（文学部４年） 

♪ 遂に完成されることのなかった交響曲第 5 番の構想を転用したとも言われるこの楽章

は、交響曲のような壮大な響きの中でチェロの奏する第 1 主題と、一転して室内楽ら

しい響きとなる第 2 主題の対比がとても美しい作品です。ブラームスの魅力を存分に

お楽しみください。 

 

 

7. 死の舞踏  サンサーンス 

Pf. 中山小夏（文科三類２年） 

檜山和志（文科三類２年） 

♪ †漆黒の狂宴† 

 

 

8. 無伴奏ヴァイオリンソナタ第 1 番よりフーガ  J.S.バッハ 

Pf. 林美香子（お茶の水女子大学理学部２年） 

♪ ほかの楽器と合わせることの多いヴァイオリンですが、単体で完結する曲 

の美しさが伝わればと思います。 

 

 

 

 

 

 



9. チェロソナタ ト短調 第３楽章  ショパン  

 Vc. 大宮萌恵（教養学部３年） 

Pf. 永井颯（理科二類１年） 

♪ ショパンがピアノの次に愛したというチェロを用いて晩年に作曲されました。３楽章

はあまりにも美しくこの曲の中でもとりわけ有名です。 

 

 

10. 「歌の翼」による幻想曲  シュテックメスト（メンデルスゾーン編曲） 

 Fl. 徳田奈美（清泉女子大学文学部２年） 

Pf. 檜山和志（文科三類２年） 

♪ メンデルスゾーンの作った歌曲の中で飛びぬけて有名な曲です。曲はハイネの詩に付

けられています。明るく流れるようなメロディとは、ちょっとイメージが違うかもし

れませんが、インドへの憧れを描いています。 

 

 

11. ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲 ト長調 K.423 W. A. モーツァルト 

Vn. 中野智宏（文科三類１年） 

Va. 高橋千尋（理科一類２年） 

♪ 友人ミヒャエル・ハイドンが病を患い、親しかったモーツァルトが代わりに作曲し

た作品。二重奏曲のジャンルの中では代表作とされています。たった 2 つの楽器で

奏でられる豊かな音楽をお楽しみください。 

 

 

12. Take the A Train Billy Strayhorn 

A.Sax 芝池円香（東京藝術大学音楽学部２年） 

Pf. 中山小夏（文科三類２年） 

♪ ビッグバンドの有名曲を、アルトサックスとピアノのデュオでお届けします。クラ

シックとはまた一味異なる、洒落た雰囲気をお楽しみください！ 

 

 

13. カンタービレ  ニコロ・パガニーニ 

 Vn. 冨樫万由子（お茶の水女子大学理学部２年） 

Pf. 佐藤静（青山学院大学教育人間科学部２年） 

♪ 曲名の「カンタービレ」は音楽用語で「歌うように」という意味で 

す。その名の通り、歌うような、美しいヴァイオリンの旋律をお届けし 

ます。ゆったりした気持ちでお聞きください。 



14. ピアノとクラリネットのための二重奏曲 第二楽章 第三楽章 

ノルベルト・ブルグミュラー 

 Pf. 安田傑（理科一類２年） 

Cl. 齋藤花琳（白百合女子大学文学部２年） 

♪ 五月祭に続けて、二楽章と三楽章を演奏します。 

物憂げな旋律の背景に靭やかな希望が立ち現れる、そんな曲です。 

どうぞお聴き下さい。 

 

 

15. フルートカルテット第１番第１楽章  W. A. モーツァルト 

Fl. 菅野悠未（法学政治学研究科修士２年） 

Vn. 林美香子（お茶の水女子大学理学部２年） 

Va. 高橋千尋（理科一類２年） 

Vc. 大宮萌恵（教養学部３年） 

♪ フルートと弦楽器のアンサンブルが優雅で魅力的な曲です。 

 

 

16. ピアノ三重奏曲第 1 番 1 楽章 メンデルスゾーン 

 Vn. 柴田奏（桐朋音大ソリストディプロマコース/慶應義塾大学法学部１年） 

Vc. 平野寛治（文科二類１年） 

Pf. 高山馨（理科二類２年） 

♪ このメンバーによる初めての曲には、ピアノ三重奏曲の最高傑作と謳われるこの

作品を選びました。メンデルスゾーン特有の伸びやかな旋律を歌い、独特の柔ら

かい雰囲気を感じていただける演奏をできたら嬉しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～おわりに～ 

 

本日は、東京大学室内楽の会・駒場祭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、東京大学室内楽の会 HP

（ http://cmc.sakura.ne.jp/ ）までご連絡ください。 

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

る場合も上記 HP からお問い合わせください。 

 

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

