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Library Concert Archive

　新入生歓迎イベントLibrary Weekの定番となったコンサート。毎年、春と秋に早大屈指
の音楽サークルの皆さんが、その腕前を披露してくれます。
　通常は、昼休みの20分間、中央図書館の大階段で行うのですが、今年は新型コロナウィ
ルスの影響により、集客しての演奏が叶わないため、過去の演奏の中から、2018, 2019年
の春にスポットを当てて紹介します。バラエティ豊かな春の音色をお楽しみください。

Library Concert is one of the most popular program of Library Week. 

This spring, we introduce you wonderful musical performances from our archives. 


So let’s go back to April in 2018 and 2019, and enjoy graceful tunes in balmy spring!


　＊クイズに答えると、オリジナル画像がもらえます。





早稲⽥⼤学�������������������������������������������������������������������������[ WEB http://guitarsocietywaseda.g2.xrea.com]�

／Guiter�Society

　学内で唯一のクラッシックギター独奏の大学公認サークル。 
　創立50年以上の歴史をもち、過去にはプロのミュージシャンを輩出するなどの実績がある。 

　[Program]  
　　Sweet Memories [Masa’aki Omura] 
　   (They Long to Be) Close to You [Burt Bacharach] 
　　プレリュード第二番/ Prelude No.2 [Heitor Villa-Lobos] 
　　ベネズエラ風ワルツ第３番/ Vals Venezolano No.3 [Antonio Lauro] 

　[Trivia] 
　　「ギターと出会った日本人たち : 近代日本の西洋音楽受容史」竹内貴久雄著 
　　　ヤマハミュージックメディア 2011.1      請求記号：763タ 
　　　＊初めて日本にギターが伝わったのは、いつだったでしょう？ギターの音色が、当時の日本人に 
　　　　どのように響き、そしてどのように受け入れられたかを知ることのできる一冊です。 
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[Quiz１] 
　　1970年にカーペンターズのバージョンで大ヒットした「(They Long to Be) Close to You」（4:00辺り）。邦題はズバリ何？ 
　　① 遥かなる影　② あなたのお側に　③ 愛しつづけて　④ 愛のプレリュード

*左 名 。演奏 始 。�
��Click�the�name�on�the�left�to�start�playing.

http://guitarsocietywaseda.g2.xrea.com
https://www.youtube.com/watch?v=WUVzuZICUMk
https://www.youtube.com/watch?v=WUVzuZICUMk
http://guitarsocietywaseda.g2.xrea.com
https://www.youtube.com/watch?v=WUVzuZICUMk
https://www.youtube.com/watch?v=WUVzuZICUMk
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991015689349704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991015689349704032


早稲⽥⼤学                  �����������[ WEB https://wso-tokyo.jp]�

交響楽団／Waseda�Symphony�Orchestra���
　「ワセオケ」の愛称で親しまれている、大学公認オーケストラ。1913年創立の、歴史ある楽団。 
　サントリーホール等での主催公演や数多くの依頼演奏、海外公演なども行っており、世界一流の 
　アーティストとも数多く共演している。 

　[Program] 
　　ディベルティメント K.136 第１～第３楽章/ Divertimento K.136 Ⅰ～Ⅲ [W.A.Mozart]  
　　早稲田大学校歌/ Waseda’s anthem “Miyako no Seihoku” [相馬御風/東儀鉄笛] 

　[Trivia] 
　　「少年モーツァルトの旅」石井宏著 
　　　音楽之友社 1982.11   請求記号：762イ 
　　　＊モーツアルトが、この弦楽四重奏のためのディベルティメントを作曲したのは何歳だったでしょう。 
　　　　35歳という若さで生涯の幕を閉じたモーツアルトは、人生の3分の1を旅に費やしたと言われています。 
　　　　この本は、7歳から11歳までの演奏旅行中の出来事について、物語調で書かれています。 
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　[Quiz２] 
　　「早稲田大学校歌」（12:05辺り）を作詞した相馬御風と作曲した東儀鉄笛の出身地の 
　　組み合わせで正しいのは次のうちどれ？ 
　　① 東京都／東京都　② 福島県／岐阜県　③ 新潟県／京都府　④ 佐賀県／高知県

*左 名 。演奏 始 。�
��Click�the�name�on�the�left�to�start�playing.

https://wso-tokyo.jp
https://www.youtube.com/watch?v=SEAt2wqtvT8
https://www.youtube.com/watch?v=SEAt2wqtvT8
https://wso-tokyo.jp
https://www.youtube.com/watch?v=SEAt2wqtvT8
https://www.youtube.com/watch?v=SEAt2wqtvT8
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991002816539704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991002816539704032


早稲⽥⼤学������������������������������������������������������������[ WEB http://www.wasedamandolin.net]�
楽部／�Mandlin�Gakubu��������

　創部以来100年以上の歴史を持つ、伝統ある大学公認サークル。 
　マンドリンだけでなく、マンドラ、マンドロンチェロ、コントラバス、クラシックギター、 
　フルート、クラリネットなどの楽器とともに、オーケストラ団体として活動している。 

　[Program]  
　　イスパニア・カーニ/ Espania Cani [P. Marquina] 
　　サンタルチア～フニクリ・フニクラ/ Santa Lucia～Funiculi funicula [from Canzone] 
　　海の見える街（映画「魔女の宅急便」より）/ from “Kiki’s Delivery Service” [Joe Hisaishi] 
　　やさしさに包まれたなら（映画「魔女の宅急便」より）/ from “Kiki’s Delivery Service” [Yumi Arai] 

　[Trivia] 
　　「イタリアの街角から : スローシティを歩く」陣内秀信著 
　　　弦書房 2010.6   請求記号：293シ（中央）、293 178（戸山） 
　　　＊「魔女の宅急便」の舞台は、スウェーデン、クロアチア、ポルトガル、イタリア等で、実際にロケハンも行われたようです。 
　　　　この本では、正確な描写や素敵な写真で、イタリアの町をPassegiata(散歩)している気分になります。旅情を掻立てる一冊です。
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　[Quiz３] 
　映画「Kiki’s Delivery Service」（4:29、7:56辺り）は、学内で観る事ができる。　① Yes   ② No

*左 名 。演奏 始 。�
��Click�the�name�on�the�left�to�start�playing.

http://www.wasedamandolin.net
https://www.youtube.com/watch?v=n62SrdxHQ9U
https://www.youtube.com/watch?v=n62SrdxHQ9U
http://www.wasedamandolin.net
https://www.youtube.com/watch?v=n62SrdxHQ9U
https://www.youtube.com/watch?v=n62SrdxHQ9U
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991014382269704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991014382269704032


早稲⽥⼤学�津軽三味線愛好会      �������[ WEB���https://mitsudomoe.wixsite.com/mitsudome]�

三津巴／Mitsudomoe���������������

　今年で創立21周年を迎える、早稲田大学公認サークル。 
　定期公演だけでなく、様々なイベントなどにも呼ばれ、精力的に活動している。 

　[Program] 
　　六段/ Rokudan [Traditional]                           上を向いて歩こう/ Sukiyaki [Hachidai Nakamura] 
　　さくら/ Sakura [Traditional]                           朧月夜/ Misty Moon [Tei’ichi Okano]  
　　華降り焔/ Hanafuri Homura [Hibiki Sawada]   暁/ Akatsuki [Hibiki Sawada] 

　[Trivia] 
　　「坂本九ものがたり : 六・八・九の九」永六輔 著 
　　　筑紫書房 2017.7 請求記号：ちくま文庫え-8-3 
　　　　＊1985年8月12日の日航機事故で突然の死を迎えた坂本九への思いを込め、その翌年に刊行された名著です。 
　　　　　戦後のラジオ・テレビ・歌謡界の貴重な記録でもあります。
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　[Quiz４] 
　「上を向いて歩こう」（6:53辺り）は、永六輔（作詞）、中村八大（作曲）、坂本九（歌）の「六八九コンビ」による 
　ものですが、この３人の中で早稲田出身者は誰？

*左 名 。演奏 始 。�
��Click�the�name�on�the�left�to�start�playing.

https://mitsudomoe.wixsite.com/mitsudome
https://www.youtube.com/watch?v=cVPTLWKUkWI
https://www.youtube.com/watch?v=cVPTLWKUkWI
https://mitsudomoe.wixsite.com/mitsudome
https://www.youtube.com/watch?v=cVPTLWKUkWI
https://www.youtube.com/watch?v=cVPTLWKUkWI
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991007703759704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991007703759704032


早稲⽥⼤学     ��������������������������������������������[ WEB���http://wasedaguitarclub.suppa.jp]�

／Guitar�Club��������������
　クラッシックギター合奏の演奏活動を行う、大学公認サークル。 
　発足は1962年。クラシック音楽だけでなく、現代音楽やポピュラー音楽など、様々な楽曲で 
　ギターアンサンブルを奏でている。 

　[Program] 
　　Dear Friends [Hirokazu Sato] 
　　冷静と情熱のあいだ/ Calm Cuori Appassionati [Taro Hakase] 
　　The Road to Lisdoonvarna [Irish Folk Music] 

　[Trivia] 
　　「アイルランド人・酒・音 : 愛蘭土音楽紀行」守安功文・写真 
　　東京書籍 1997.7   請求記号：762モ 
　　＊筆者の等身大のアイルランドに対する”愛”が伝わってくる、心に染みる一冊です。
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　[Quiz５] 
　ギターを打楽器のようにも使う「The Road to Lisdoonvarna」（8:23辺り）は、アイルランド民謡 
　ですが、アイルランド民謡「ロンドンデリーの歌」のロンドンデリーは、アイルランドの都市？ 
　① アイルランドの都市である   ② アイルランドの都市ではない

*左 名 。演奏 始 。�
��Click�the�name�on�the�left�to�start�playing.

http://wasedaguitarclub.suppa.jp
https://www.youtube.com/watch?v=WLm7e457Whw
https://www.youtube.com/watch?v=WLm7e457Whw
http://wasedaguitarclub.suppa.jp
https://www.youtube.com/watch?v=WLm7e457Whw
https://www.youtube.com/watch?v=WLm7e457Whw
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991005964979704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991005964979704032


早稲⽥⼤学�                                                               [サークルWEB　http://guitarsocietywaseda.g2.xrea.com] 

／Guiter�Society��   

　[Program] 
　　ワルツ・ショーロ/ Valsa Choro [Villa-Lobos] 
　　イエスタデイ/ Yesterday [Lennon, McCartney] 
　　亜麻色の髪の乙女/ La fille aux cheveux de lin [Debussy] 
　　サンバースト/ Sunburst [Andrew York] 

　[Trivia] 
　　「どこまでがドビュッシー? : 楽譜の向こう側」青柳いづみこ著 
　　岩波書店 2014.10   請求記号：760ア（中央）、760 1537（戸山） 
　　＊音楽というのは、どこまでデフォルメしたらその音楽に聞こえなくなるのか？ 
　　　最近発見されたドビュッシーの知られざるスケッチを手がかりに、モノ書きピアニストが、 
　　　テキストとパフォーマンスの不思議な関係に迫ります。
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　[Quiz６] 
  「亜麻色の髪の乙女」（8:21辺り）の作曲者ドビュッシーに関連する以下の説明で、正しいものはどれ？ 
　　① エドガー・アランポーのゴシック小説をオペラ化しようとした事がある。 
　　② 第一次世界大戦から帰還した後、スペイン風邪が元で亡くなった（55歳没）。 
　　③ ヴィレッジ・シンガーズは、この曲のカバーのため著作権料をドビュッシーの遺族に支払った事がある。 

*左 名 。演奏 始 。�
��Click�the�name�on�the�left�to�start�playing.

http://guitarsocietywaseda.g2.xrea.com
https://www.youtube.com/watch?v=g_PiJng6WNw
https://www.youtube.com/watch?v=g_PiJng6WNw
http://guitarsocietywaseda.g2.xrea.com
https://www.youtube.com/watch?v=g_PiJng6WNw
https://www.youtube.com/watch?v=g_PiJng6WNw
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991002843459704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991002843459704032


Quiz解答
[Quiz１] 
　① 遥かなる影 
　＊③と④は、カーペンターズの別曲の邦題「愛しつづけて（I Kept on Lovin' You）」「愛のプレリュード（We've Only Just Begun）」 

[Quiz２] 
　③ 新潟県（糸魚川市）／京都府（京都市） 
　＊相馬御風は福島県相馬市とは関係がない。佐賀県（佐賀市）は大隈重信、高知県（宿毛市）は小野梓の出身地。因みに”早稲田四尊”は 
　　次の通り。高田早苗（東京都江東区）、坪内逍遙（岐阜県美濃加茂市）、市島謙吉（新潟県阿賀野市）、天野為之（東京都港区） 

[Quiz３] 
　＊WINEで検索してください。 

[Quiz４] 
　永六輔（第二文学部（当時）中退）、中村八大（第一文学部（当時）卒業） 

[Quiz５] 
　② アイルランドの都市ではない 
　＊ロンドンデリーは、北アイルランドの都市。 

[Quiz６] 
　① エドガー・アランポーのゴシック小説をオペラ化しようとした事がある。 
　＊「アッシャー家の崩壊」という短編小説。ドビュッシーの死によって実現しなかった。ドビュッシーは兵役の経験はなく、大腸癌で 
　　亡くなった。「亜麻色の髪の乙女」という1968年に発売された日本の歌謡曲は、なぜか同じタイトルがつけられているが、全くの別物。 

プレゼント画像
以下のURLをクリックして、パスワードを入力してください。
特典画像をダウンロードすることができます。

① https://waseda.box.com/v/1-closetoyou
　Pass: closetoyou

②  https://waseda.box.com/v/2-niigatakyoto

　Pass: niigatakyoto

③ https://waseda.box.com/v/3-majyonotakkyubin

　Pass: majyonotakkyubin

④ https://waseda.box.com/v/4-rokuhachikyu

　Pass: rokuhachikyu

⑤ https://waseda.box.com/v/5-londonderry

　Pass: londonderry

⑥ https://waseda.box.com/v/6-claudedebussy

　Pass: claudedebussy

https://waseda.box.com/v/1-closetoyou
https://waseda.box.com/v/2-niigatakyoto
https://waseda.box.com/v/3-majyonotakkyubin
https://waseda.box.com/v/4-rokuhachikyu
https://waseda.box.com/v/5-londonderry
https://waseda.box.com/v/6-claudedebussy

