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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、2017, 2019年の秋に　　
スポットを当てて紹介します。読書の秋に華を添える音色をお楽しみください。

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

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


Let’s get back to October in 2017 and 2019, and enjoy graceful tunes in early autumn!


 ◎各 名 。演奏 始 。�
 ���Click�the�name�on�each�page�to�start�playing.�
 ◎ 答 、 画像 �
 ���Sorry,�trivia�and�quiz�on�each�page�are�only�in�Japanese.





早稲⽥⼤学                  �����������������Official site　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] 
　　クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581 第１楽章/ Clarinet Quintet in A, K.581- 1 Allegro [W.A.Mozart]  
　　早稲田の栄光/ The Glory of Waseda “Waseda no Eiko” [Iwao Iwasaki / Yasushi Akutagawa] 
　　早稲田大学校歌/ Waseda’s anthem “Miyako no Seihoku” [Gyofu Soma / Tetteki Togi] 

　[Trivia] 
　　「都の西北 : 早慶野球戦史を中心に」木村毅 著 
　　　ベースボール・マガジン社 1978.11   請求記号：783 キ（中央）、ヲ10 01490（中央） 他 
　　　＊そもそも、なぜ早稲田大学に野球部ができたのでしょうか？小説家でもある本学OBの木村毅がユニークな視点で、校歌に纏わる 
　　　　エピソードも交え紹介しています。当時の空気を感じつつ、早慶野球戦の歴史を紐解いてみて下さい。　　　　
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　[Quiz1] 
　　「早稲田大学校歌」（10:26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://youtu.be/HiN6fbfrlJ4
https://wso-tokyo.jp
https://youtu.be/HiN6fbfrlJ4
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991002085819704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991002085819704032


早稲⽥⼤学������������������������������������������������������������������Official site　http://www.wasedamandolin.net�
楽部／�Mandolin�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]  
　　紺碧の空/ The Azure Sky [Haruo Sumi / Yuji Koseki] 
　　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] 
　　遠い日/ Distant days [丸本大悟 Daigo Marumoto] 

　[Trivia] 
　　「赤土色のスペイン」堀越千秋 著 
　　　弦書房 2008.9   請求記号：293 ホ（中央） 
　　　＊スペインに魅せられマドリッドを中心に活躍した画家（加えて、カンテ歌手としても著名だった）堀千秋が、日西のフラメンコ！な日常や、 
　　　　個性的な人々との出会い、また芸術への想いを、辛口のユーモア溢れるエッセイで綴っています。カラー口絵８８点を含む挿画がお洒落です。
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　[Quiz 2] 
　　NHK連続テレビ小説「エール」のモデルになった、早稲田大学応援歌「紺碧の空」（0:10辺り）の作曲者、古関裕而（1909- 
　　1980）の作品にないものは、次のうちどれ？ 
　　　① 慶應義塾大学応援歌　② 東京オリンピックマーチ　③ 東京ラプソディ　④ 君の名は　⑤ モスラの歌

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

http://www.wasedamandolin.net
https://youtu.be/AersVkbdcn0
http://www.wasedamandolin.net
https://youtu.be/AersVkbdcn0
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991010069799704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991010069799704032


早稲⽥⼤学�津軽三味線愛好会      ����������Official site   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] 
　　津軽じょんがら節六段/ Rokudan [Traditional]    朧月夜/ Misty Moon [Tei’ichi Okano] 
　　華降り焔/ Hanafuri Homura [Hibiki Sawada] 　  暁/ Akatsuki [Hibiki Sawada] 
　　常磐炭坑節/ Joban Tanko-bushi [Traditional] 

　[Trivia] 
　　「魂の音色　評伝高橋竹山」松林拓司 著 
　　　東奥日報社  2000.6 請求記号：768 00165（中央） 
　　　＊1910年青森県生まれ。幼くして視覚障害を持ちながらも三味線に携わった高橋竹山は、戦中・戦後の混乱を生き、1986年にはアメリカ７都市での 
　　　　公演を成し遂げ、一地方の芸であった津軽三味線を世界に広めるに至りました。アメリカ公演での割れるような拍手と興奮も伝わって来ます。
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　[Quiz 3] 
　　「朧月夜」(8:03辺り）に関連する記述で、正しいものはどれ？ 
　　　① 過去にマライヤ・キャリーもカバーしたことがある　　　② 文部省唱歌（現在の文科省唱歌）である 
　　　③ 作曲家の岡野貞一（1878-1941）は、源氏物語の登場人物「朧月夜」をイメージして作曲した 
　　　④ 教科書に掲載する際には、出版社がJASRACに著作権料を支払っている 

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

https://mitsudomoe.wixsite.com/mitsudome
https://youtu.be/jNUFkpoQiwk
https://mitsudomoe.wixsite.com/mitsudome
https://youtu.be/jNUFkpoQiwk
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991005354979704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991005354979704032


早稲⽥⼤学     �����������������������������������������������Official site   http://wasedaguitarclub.suppa.jp�
／Guitar�Club��������������

　クラ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] 
　　紫陽花/ Hydrangea [莉燦馮 Li Can Feng] 
　　A Whole New World [Alan Menken] 
　　Lotus Eaters [Andrew York] 

　[Trivia] 
　　「ロータス・イーター」モーム 著; 磯川治一 註解 
　　成美堂 1957.2   請求記号：837 0034（中央） 
　　＊モームが数多く残した短編小説の一つです。lotus-eaterは世事に無関心で空想に耽り安逸を貪る人、夢想家を指します。主人公はイギリスの銀行の 
　　　支店長の地位を捨て地中海の島（楽園）に移住し、金が尽きるまで働かずに60歳まで生きる、言いかえると、自分は60歳で死ぬからそれまで幸福 
　　　な時を過ごす、という目算で賭けに出ます……。”人生とは何か”を考えさせる結末となっています。
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　[Quiz 4] 
　　「A Whole New World」（8:23辺り）は、ディズニー・アニメ「Aladdin」（1992年）でアカデミー賞歌曲賞を受賞した 
　　有名なバラードですが、この映画は、中央図書館4FAVルームで観ることができる？　　① Yes   ② No

*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://youtu.be/G2cGdoT4cb0
http://wasedaguitarclub.suppa.jp
https://www.youtube.com/watch?v=WLm7e457Whw
https://youtu.be/G2cGdoT4cb0
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991013062529704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991013062529704032


早稲⽥⼤学������������������������������������������������������������������������������Official site　http://guitarsocietywaseda.g2.xrea.com 
／Guiter�Society

　学内で唯一のクラ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]  
　　Angels in Twilight [Takashi Yoshimatsu] 
　   Tango en Skai [Roland Dyens] 
　　Violin Sonata No.2 in A minor BWV 1003, Andante, Allegro [J.S. Bach] 

　[Trivia] 
　　「ギター音楽への招待 新装版」高橋功 著 
　　　音楽之友社 1999.4      請求記号：763 タ（中央） 
　　　＊ギターという楽器のなりたち、歴史、名演奏家、普及に貢献した人物の紹介など、ギター愛にあふれた本です。 
　　　　著者は医師が本業ですが、ギター奏者・研究家としても知られ、パリ国際ギターコンクール審査員もつとめています。 
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　[Quiz 5] 
　　「Violin Sonata No.2 in A minor BWV 1003」（5:26辺り）の作曲者J.S.バッハに関連する以下の説明で、正しいものはどれ？ 
　　　① 音楽一家に生まれ、生涯に2度結婚した。20人の子ども全員が音楽関係の職に就いている。 
　　　② 死因は、脳卒中ではなく、眼疾患の手術ミスが原因（65歳没）。 
　　　③ 同じ1685年生まれでドイツ出身のヘンデル（74歳没）とは、共通項も多く、生涯の友人であった。 

*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://youtu.be/JJZbxGj4q3c
http://guitarsocietywaseda.g2.xrea.com
https://www.youtube.com/watch?v=WUVzuZICUMk
https://youtu.be/JJZbxGj4q3c
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991022972569704032
https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/permalink/81SOKEI_WUNI/7jeksk/alma991022972569704032


Quiz解答
[Quiz１] 
　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） 
[Quiz２] 
　③ 東京ラプソディ 
　＊「東京ラプソディ」は、古関裕而のライバルとも言われた古賀政男（1904-1978）作曲の昭和歌謡。ちなみに「エール」では、野田洋次郎 
　　（RADWIMPS）が古賀をモデルとした「木枯正人」の役を演じた。①慶應義塾大学応援歌「我ぞ覇者」。②1964年の東京オリンピックで 
　　使用した行進曲。④「君の名は」と「君の名は。」は別の映画。⑤モスラといえばこの「ドゥンガンカサクヤンインドゥムゥ」が思い浮かぶ 
　　ほど有名だが、歌詞がインドネシア語であることを知っている人は少ない。古関は、生涯に5,000曲もの曲を作曲したと言われている。 
[Quiz３] 
　① 過去にマライヤ・キャリーもカバーしたことがある 
　＊2004年「爽健美茶」のCMで起用。②「”文科省”唱歌」というカテゴリーはない。③作詞家である高野辰之（1876-1947）のふるさと（長野県） 
　　に広がる菜の花畑がモチーフ。源氏物語に登場する奔放な女君「朧月夜」とは関係がない。④元々の「尋常小学読本唱歌」（1910）の著作権が 
　　文部省にあった経緯などがあり、個人の財産権として確定するに至っていない。仮に個人の著作権と認められたとしても、日本における著作権 
　　の保護期間が終了しているため、現時点では著作権料は発生しない。 
[Quiz４] 
　＊WINEで検索してください。 
[Quiz５] 
　② 死因は、脳卒中ではなく、眼疾患の手術ミスが原因（65歳没）。 
　＊J.S.バッハは、1749年に脳卒中で倒れたが回復している。翌1750年3月と4月に、以前より患っていた眼疾患のため、イギリスの眼科医ジョン・ 
　　テイラーの手術を受けるも失敗。7月、合併症などが悪化し逝去した。ちなみにヘンデルも同じ医師の手術を受け、失敗に終わっている。 
　　①音楽一家に生まれたバッハは、２度の結婚を経て20人の子供を儲けたが、成人したのは10人。うち4人が音楽家として大成している。 
　　③ヘンデルとバッハは、共にドイツ出身で同い年であったが、生涯、会ったことはなかった。教会音楽が中心のバッハに比べ、ヘンデルは劇場 
　　用音楽で本領を発揮し、生涯独身だった。生前の評価はヘンデルの方が高く、二人の関係性は、どちらかと言うとバッハの片想い。

Gift Image Files
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/1niigatakyoto
　Pass: 1niigatakyoto

②  https://waseda.box.com/v/2kosekiyuuji

　Pass: 2kosekiyuuji

③ https://waseda.box.com/v/3oborozukiyo

　Pass: 3oborozukiyo

④ https://waseda.box.com/v/4awholenewworld

　Pass: 4awholenewworld

⑤ https://waseda.box.com/v/5johannsbach

　Pass: 5johannsbach

https://waseda.box.com/v/1niigatakyoto
https://waseda.box.com/v/2kosekiyuuji
https://waseda.box.com/v/3oborozukiyo
https://waseda.box.com/v/4awholenewworld
https://waseda.box.com/v/5johannsbach

