
学院夜会 VOL.8

生徒によるリサイタル
司会 菅 純子（soprano 高等学院音楽科）

2018.12.20 開演16：30
早稲田大高等学院 講堂

1. 津吹 成諒 （piano） 

   Пётр Ильич Чайковский 

   Peter Ilyich Tchaikovsky 

 「四季」より  9月 11月 12月  

2. 蔵楽 祥一 （piano） 

   Frédéric François Chopin  

   Étude Op25-1 (エオリアンハープ)    

   Étude Op10-5 (黒鍵) 

3. 山本 凜太朗 (baritone)  川畑 哲佳 (piano)  

   信長 貴富  歌曲集 「うたうたう」 より 

 第1曲 空の端っこ      第4曲 うたうたう    

 第5曲 たとえば君がうたうのも  

4. 鷹林 智弘 （piano） 

   Franz Liszt     愛の夢 第3番  

5. 大塚 岳（oboe） 川畑 哲佳 (pf) 榎本 隆之(vn)  

   Alessandro Marcello  オーボエ協奏曲 ハ短調  

6. 村山 世織  (piano)  

   George Gershwin ３つの前奏曲 第1番  

7. 中脇 祐翔  (piano) 

   Сергей Васильевич Рахманинов 

   Sergei Vasil'evich Rachmaninov  

 5つの幻想的小品集 より 前奏曲 嬰ハ短調 「鐘」 

8. 菅 純子  (soprano)  川畑 哲佳 (pf)  

   Stefano Donaudy  Madonna Renzuola  

   Francesco Cilea Io son lumile ancella  

   クリスマスに因んで  ドイツ～フランス～イギリスを巡る音楽の旅 

   榎本隆之  馬場俊  佐藤亮 (violins) 

9. 川畑 哲佳 (piano)  

   Olivier-Eugène-Prosper-Charles Messiaen 

 「幼子イエスに捧ぐ20の眼差し」より Noël (クリスマス) 

   Joseph-Maurice Ravel 

   組曲「鏡」より La vallée des cloches  (鐘の谷) 

10. 吹奏楽部（wood） 

   Malcolm Henry Arnold  Divertimento 

   川嵜太輝（fl）小林 真人(ob)  宮坂 優一 (cl)  

11. 吹奏楽部（brass） 

   片岡寛晶    スカルプチャー･イン･ブラス  

   髙田 陸 (tp)  永井 克樹 (euph)  西田 優太(hr) 

   村松 奏紀(tb)  梶谷 優太(tb)  杠 祥吾(tb) 



出演者プロフィール   

津吹 成諒  ツブキ シゲアキ  piano  1年I組 

 3歳よりピアノを始める  尾沢瑞樹氏に師事 第3回ヨーロッパ国

 際ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ in Japan小学3.4年生の部金賞  第39回全国町田

 ﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙC部門第2位及び町田商工会議所会頭賞受賞 

蔵楽 祥一  ゾウラク ショウイチ  piano 1年H組 

 4歳よりピアノを始める 高田慶子氏 高田有莉子氏に師事   

 高等学院室内合奏団所属 

山本 凛太朗  ヤマモト リンタロウ baritone  2年E組 

 高等学院グリークラブ所属 

鷹林 智弘  タカバヤシ トモヒロ piano 2年I組 

 5歳よりピアノを始める 

大塚 岳   オオツカ ガク  oboe  1年L組 

 4歳よりヴァイオリンを始め鈴木嵯峨子氏に師事 8歳で東京少

 年少女合唱 隊入隊 12歳でオーボエに転向し井上昌彦氏に師事 

 現在は池辺晋一郎氏率いる「せたがやジュニアオーケストラ」首

 席オーボエ奏者 高等学院グリークラブ所属 

村山 世織  ムラヤマ セオリ  piano 2年F組 

 3歳よりピアノを始める 山本キヨヱ氏に師事 高等学院室内合奏

 団所属 

中脇 祐翔  ナカワキ ユウショウ piano 3年L組  

 12歳よりピアノを始める 武内眞記氏に師事 

菅 純子   スガ ジュンコ   soprano  

 東京二期会会員 京都音楽家クラブ会員 ソロCD「アヴェ・マリ

 ア」 （FUEN-0802）他をリリース  ベートーヴェン「第

 九」・フォーレ 「レクイエム」・モーツァルト「戴冠ミサ」の

 ソリストを務める 高等学院音楽科教諭 

榎本 隆之  エノモト タカユキ  violin  

 ヴァイオリンを中藤節子氏に師事 高等学院国語科教諭 高等学院

 室内合奏団顧問 
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川畑 哲佳 カワハタ テツヨシ  piano 3年E組 

 ピアノを大湊直美氏 飯野明日香氏に師事 合唱伴奏やアンサン

 ブルを中心に活動 高等学院室内合奏団所属 

馬場 俊  ババ シュン   violin  3年G組 

 高等学院室内合奏団所属 

佐藤 亮  サトウ アキラ  violin  3年H組 

 高等学院室内合奏団所属 

宮坂 優一  ミヤサカ ユウイチ  clarinet 3年K組 

 高等学院吹奏楽部所属  ｺﾝｻｰﾄﾏｽﾀｰ 岡田渉氏に師事 

小林 真人 コバヤシ マナト   oboe  2年G組 

 高等学院吹奏楽部所属 神島竜司氏に師事 

川嵜 太輝 カワサキ タイキ   flute  1年H組 

 高等学院吹奏楽部所属 阿部麻耶氏に師事 

髙田 陸  タカダ リク   trumpet 3年F組 

 高等学院吹奏楽部主将 小島光博氏に師事 

村松 奏紀 ムラマツ ソウキ  trombone 3年I組 

 高等学院吹奏楽部所属 永井嗣人氏に師事 

梶谷 優太  カジタニ ユウタ  trombone 2年H組 

 高等学院吹奏楽部所属 永井嗣人氏に師事 

西田 優太 ニシダ ユウタ   horn  3年I組 

 高等学院吹奏楽部所属 伊東輝道氏に師事 

永井 克樹  ナガイ カツキ   euphonium 1年C組 

 高等学院吹奏楽部所属 鎌田裕子氏に師事 

杠 祥吾  ユズリハ ショウゴ  tuba  2年B組 

 高等学院吹奏楽部所属 高橋将氏に師事 

 


