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Program

早稲田大学交響楽団
WASEDA Anniversary Concert 2021

2021 年 10 月 16 日（土）17:00 開演
指揮：寺岡 清高

   （当楽団ミュージック・アドヴァイザー）

Saturday October 16th, 2021 17:00
Conductor: TERAOKA, Kiyotaka

「コリオラン」序曲 作品 62（9 分）ベートーヴェン
Ludwig van Beethoven Coriolan Overture op.62

大学祝典序曲 作品 80 （10 分）ブラームス
Johannes Brahms Academic Festival Overture op. 80

表記の演奏時間はおおよその時間です。 
The performance time above may vary depending on need.

歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への行列（6 分）ワーグナー
Richard Wagner Elsa's Prosession to the Cathedral from "Lohengrin"

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より
    第 1 幕への前奏曲（10 分）

ワーグナー
Richard Wagner

Prelude to Act 1 from "The Mastersingers of Nuremberg"
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早稲田大学交響楽団
Waseda Symphony Orchestra Tokyo

《当楽団について》
早稲田大学交響楽団は、「ワセオケ」の愛称で親しまれる早稲田大学公認オーケストラです。学内のオー

ケストラでは唯一、同大学の学部生のみで構成され、団員数は約 250 人に上ります。2013 年には楽団創立
100 周年を迎え、全 5 回にわたって「早稲田大学交響楽団創立 100 周年記念演奏会」を実施いたしました。
年間 4 ～ 5 回の主催公演や大学公式行事・文化事業における演奏、外部からの依頼演奏などを行っており、
その幅広い活動は各種メディアでも取り上げられております。

当楽団の海外公演事業の契機となった 1978 年の第 5 回国際青少年オーケストラ大会（通称カラヤン・コ
ンクール）での優勝以来、故ヘルベルト・フォン・カラヤン氏には様々な形で当楽団にお力添えを賜りまし
た。1979 年に早稲田大学より名誉博士号を贈呈した際には、大隈講堂において R. シュトラウス / 交響詩「ティ
ル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」の公開リハーサルで指揮をしていただきました。

また、指揮者では故ジュゼッペ・シノーポリ、サイモン・ラトル、小澤征爾、故ズデニェク・コシュラー、
レナード・スラトキン、故岩城宏之、大友直人、高関健、山下一史、曽我大介、寺岡清高各氏、指導者・共
演者としてはベルリン・フィルハーモニー管弦楽団や NHK 交響楽団の団員を中心に、多くの方々をお迎え
しています。

《初演実績》
1927 年 モーツァルト / 交響曲第 35 番「ハフナー」日本初演
1975 年 ショスタコーヴィチ / 交響曲第 13 番「バービィ・ヤール」日本初演
1982 年 マーラー / 交響曲第 8 番「千人の交響曲」アマチュア世界初演
1982 年 武満徹 / オーケストラのための〈星

スター・アイル

・島〉世界初演
1987 年 メシアン / トゥーランガリラ交響曲 アマチュア世界初演
2000 年 三枝成彰 / 太鼓協奏曲「太鼓について」世界初演

シュテファン・ドール氏（ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席ホルン奏者）
2011年11月 R.シュトラウス / ホルン協奏曲第1番、2016年2月 モーツァルト / ホルン協奏曲第3番 にて共演。

ミクローシュ・ペレーニ氏（チェロ奏者・リスト音楽院教授）
2013年 3月 R.シュトラウス / 交響詩「ドン・キホーテ」、2015年 12月 ドヴォルザーク / チェロ協奏曲に
て共演。

林 英哲氏＆英哲風雲の会（太鼓奏者）

第 14回海外公演「ヨーロッパツアー 2015」、第 15回海外公演「ヨーロッパツアー 2018」において、石井眞
木 / 日本太鼓とオーケストラのための「モノプリズム」にて共演。

サイモン・ラトル氏 （ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者・芸術監督）
2013年 11月 ブルックナー / 交響曲第 7番をご指導いただく。

《近年の共演者》
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指揮 ： 寺岡 清高 （当楽団ミュージック ・ アドヴァイザー）

早稲田大学第一文学部卒業。桐朋学園大学を経て、ウィーン国立音楽大学、イタリア・シエ
ナのキジアーナ音楽院で学ぶ。1997 年同音楽院より「フランコ・フェラーラ大賞」を授与され、
1 年間ジャンルイジ・ジェルメッティのアシスタントとしてロンドン・コヴェントガーデン、ミュ
ンヘン・フィル等に同行し研鑽を積む。これまでに指揮を高階正光、カール・エステルライヒャ、
ウロシュ・ラーヨヴィッチ、湯浅勇治、カルロ・マリア・ジュリーニ、ヨルマ・パヌラ、ネーメ・
ヤルヴィの各氏に師事。2000年ミトロプーロス国際指揮者コンクール優勝。以降、ヴェニスのフェ
ニーチェ歌劇場管弦楽団、サンクト・ペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団、オランダ放
送管弦楽団、ウィーン室内管弦楽団、イギリス室内管弦楽団を始め、イタリアを中心にヨーロッ
パ各国のオーケストラへ客演。日本では 2001 年に大阪交響楽団を指揮してデビュー。これまで
に札幌交響楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、東京シ
ティ・フィルハーモニック管弦楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、名古屋フィルハーモニー
交響楽団、セントラル愛知交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、九州交響楽団等を指揮
している。2004 年 1 月大阪交響楽団正指揮者に就任。2011 年 4 月以降は常任指揮として、 2019
年 3月まで足かけ 15年間、ベートーヴェン以降シューベルト、ブラームス、マーラーからツェ
リンスキー、シェーンベルク、フランツ・シュミット、コルンゴルトに至るウィーンゆかりの
ロマン派音楽を積極的にとりあげ続けた 。とりわけ 2013年 6月の第 176回定期演奏会におけ
る「オール ハンス・ロット プログラム」は大きな反響を呼び、同年の大阪文化祭賞を受賞し
た 。ウィーン在住 。

©木村護
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曲目解説

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン (1770-1827)

「コリオラン」序曲 作品 62

「コリオラン」序曲は、ベートーヴェンが 1807年に作曲した演奏会用
序曲である。この曲はウィーン劇作家コリンの悲劇「コリオラン」に影
響を受けて作曲された。
コリオランとは初期ローマ共和国の実在の将軍マルキウスのことで、
彼は祖国と民衆のために戦うも民衆の反感を呼び国外追放され、その後
敵軍と共にローマ共和国に反撃を試みるものの悲劇的な最期を遂げてし

まう。この序曲自体も、そのような悲劇の主人公コリオランの心の葛藤を見事に描き上げ
た作品だといえる。

本曲は、ヨハネス・ブラームスが 1879年にブレスラウ大学から博士
号を授与された際に返礼として書いた管弦楽のための序曲である。彼が
同時期に作曲した「悲劇的序曲」とは対照的な陽気な作品となっている。
同時期に対照的な作風の作品を発表するというのは、彼のもっとも尊敬
していた作曲家ベートヴェンにも見られる。ベートーヴェンは迫力ある
『運命』と情緒的な「田園」を同時期に発表していたが、ブラームスが作
曲時にこのことを意識していたかは定かではない。
この曲は 4つの伝統的な学生歌を基軸に、ブラームス自身の作曲した 2つの主題を交

えながら展開される。曲の冒頭ではブラームス自身による第 1主題がピアニッシモで弦
楽器により奏でられる。この主題は曲全体にわたって何度も現れ、統一的な役割を果たす
重要なものになる。25小節目で現れる伸び伸びとした旋律はその後の第１の学生歌を予
告するものであり、その後急激にフォルテの全合奏で現れるのがブラームス自身による第
２主題である。一度曲が静まり返ったのち、管楽器により第１の学生歌「我々は立派な校
舎を建てた」がハ長調で勇ましく提示される。曲は勢いを増し、第 1主題と第 1の学生
歌が 88小節目でフォルティッシモの演奏で折り合わさる。129小節目で第２の学生歌「国
の父」が、157小節目で第 3の学生歌「狐の歌」がそれぞれ弦楽器とファゴットより提示
される。その後、ここまでで提示された 2つの主題と 3つの学生歌が自由な形式で展開・
再現され、曲は発展していく。曲の最後で第４の学生歌「我らは楽しもう、青春の時を」
がコーダとして使用され、祝典的な雰囲気のうちに曲は締めくくられる。

大学祝典序曲 作品 80
ヨハネス・ブラームス (1833-1897)

(Vn.2 森 雄一郎 )

(Fl.2 狼谷 一心 )
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歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への行列
リヒャルト・ワーグナー (1813-1883) 

　歌劇「ローエングリン」は、王女であるエルザと白鳥の騎士ローエン
グリンを描いた悲劇である。ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーが
1846年から 1848年の間に作曲した。しかし、暴動に加わったとして逮
捕状が出されたためワーグナーはスイスに亡命し、1850年にフランツ・
リストの指揮によってワーグナー不在のまま初演が行われた。
　この曲は、第 2幕 4場で貴族や人民が居並ぶなかをエルザが行列を率

いて寺院に詣でる場面に用いられる。 (Vc.2 御園 真大 )

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より 第 1 幕への前奏曲

　ワーグナーの作品は 120 弱ほどあるが、今日知られるもののほとんどがオペラである。
ただし、ただオペラと言っても他の作曲家のような「歌劇」にとどまらず、「楽劇」の創
作を試みた。この「楽劇（Musikdrama）」というのは台本や音楽、演技、舞台装置など
諸要素を融合した総合芸術のことである。なお、ワーグナーも処女作から楽劇を作曲して
いたわけではなく、この「ニュルンベルクのマイスタージンガー」は 6 作目の楽劇であ
る（ワーグナーが作曲した舞台作品は全 31 作）。
　本作品はワーグナー唯一の喜劇である。そのストーリーとしては、以下の通りである。
騎士ヴァルターと金細工師の娘エファは互いに恋に落ちるが、エファと結婚できるのは歌
合戦の優勝者となっていたため、彼女を勝ち取るべくヴァルターは参加を決意する。しか
し、ライバルの妨害工作のため、ヴァルターはその参加資格を得ることができなかった。
彼の歌唱の魅力や可能性を悟った親方ザックスによる助けのもと、ヴァルターは歌合戦に
て雪辱を晴らし、無事エファと結ばれる。それと同時にヴァルターはマイスターの称号を
手にし、皆でドイツの伝統芸術の素晴らしさを讃えながら歓喜の中で終幕となる。
　今回演奏する第 1 幕への前奏曲には劇中で登場する様々なライトモチーフ（示導動機）
が含有されており、むしろ主要な動機のほとんどが本編からの派生である。これらライト
モチーフが高度に配置され、相互に関係することで、4 時間以上にもわたる劇をわずか
10分の前奏曲へと凝縮させることに成功している。

リヒャルト・ワーグナー (1813-1883) 

( 宮本 周征 )
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大学祝典序曲 作品 80
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早稲田大学交響楽団
公式 HP・SNSのご案内 Waseda Symphony Orchestra Tokyo

O�cial Website & SNS Accounts

公式ホームページ
https://www.wso-tokyo.jp/

Facebook
@wsotokyo

Twitter
@wsotokyo

Instagram
@wsotokyo

チケットWeb申し込みも公式HPで
座席表を見ながらお選びいただけます！
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