専修大学三曲研究会の沿革
西暦

年号

1966年

昭和41年

定期演奏会場

大合奏曲

専大三曲のできごと

その年のできごと
1/24 インドでインディラ・ガンジー内閣成立
6/29 ビートルズ来日
3/4 ハワイ出身の高見山大五郎外国人初の十両に
学三（関東学生三曲連盟）加盟
9/1 四日市ぜんそく患者訴訟を起こす
3/28 東大安田講堂、全共闘学生が占拠
12/10 府中市で現金輸送車の3億円奪われる
1/18 機動隊が学生による東大安田講堂の封鎖を排除
初めての定期演奏会開催。会員数23名
7/20 アポロ11号が月面着陸
3/14 大阪万博開幕
箏の講師に和田祐子先生を迎える（〜1980年）
11/25 三島由紀夫、陸上自衛隊東部方面総幹部で割腹自殺
4/7 ニクソン大統領ベトナムから10万人撤兵を発表
8/28 円、変動相場制に移行
1/24 グアム島で元日本兵横井庄一さんを28年ぶりに保護
2/19 浅間山荘事件
10/20 アメリカでウォーターゲート事件
会員数27名
10/25 オイルショック発生
3/10 フィリピン・ルバング島の小野田寛郎元陸軍少尉救出に成功
10/8 佐藤栄作元首相にノーベル平和賞
3/10 東海道新幹線が東京〜博多全線開通
4/30 ベトナム戦争終わる
4/13 カンボジアでポルポト政権成立
三曲研究同好会から三曲研究会へと昇格
7/27 ロッキード事件で田中角栄前首相逮捕
1/4 品川で青酸コーラ殺人事件
「八千代獅子」が1年生の曲として定演の1曲目に定着
9/3 王選手がホームラン世界記録を塗り替える756号を放つ
5/20 新東京国際空港、成田に開港
会員数33名
11/21 江川卓（法大）巨人入団をめぐり大騒動
1/13 国公立大学共通一次試験がスタート
箏の講師に鈴木美恵子先生（現上田）を迎える
2/11 ホメイニ師のもとイラン革命
7/19 モスクワオリンピック開幕も日本は不参加
12/8 ジョン・レノン、ニューヨークで射殺される
3/12 中国残留日本人孤児47人、初の来日
尺八の講師をOBの大庫昭彦さんがつとめる
4/12 スペースシャトル「コロンビア」打ち上げに成功
2/8 ホテルニュージャパンで火災、32人死亡
尺八の講師に船明啓耳先生を迎える（〜1996年)
2/9 日航機羽田沖に墜落、原因は逆噴射
上田先生と共に箏の講師を尾崎瞳能先生がつとめる（1年間）。
5/26 秋田沖でM7.7の日本海中部地震、死者・不明104人
大合奏曲「幻舞三章」を牧野由多可氏に委嘱、初演。会員数35名
6/13 訓練生死亡事件で戸塚ヨットスクール校長を逮捕
2/12 植村直己、世界初のマッキンリー登記単独登頂に成功、下山
途中に消息を絶つ
3/18 江崎グリコ社長誘拐事件
8/12 日航ジャンボ機墜落
黒門祭演奏会で使用していた「三曲屏風」を当時の1年生が制作
9/11 ロス疑惑の三浦和義逮捕
1/28 スペースシャトル「チャレンジャー」発車直後爆発
4年生曲「協奏舞曲」を永瀬博彦氏に委嘱、初演
4/1 男女雇用機会均等法施行
4/1 国鉄からJRへ
11/8 岡本綾子、米女子プロゴルフスターの賞金女王に
3/18 東京ドームがオープン
大合奏曲「カルーセル」を高橋鮎生氏に委嘱、初演。会員数52名
9/17 ソウルオリンピック開幕
1/7 昭和天皇崩御、年号が平成に
4年生曲「オーロラ」を吉崎克彦氏に委嘱、初演
6/3 中国で天安門事件
6/10 日系2世のフジモリがペルーの大統領に
3/7〜22、ネブラスカ大学に専大代表として派遣され、アメリカ各地で演奏
8/2 イラク軍がクウェートに侵攻
1/17 多国籍軍がイラク攻撃を開始
5/24 長崎県島原半島の雲仙・普賢岳が噴火
9/12 毛利衛さんスペースシャトル「エンデバー」で宇宙へ
4年生曲「秋麗の賦」を川崎絵都夫氏に委嘱、初演
11/3 アメリカ大統領に民主党クリントンが当選
1/27 大相撲初場所優勝の曙が外国人初の横綱に
大合奏曲「風わたる」を小林 純氏・門内良彦氏に委嘱、初演。会員数60名
5/15 Ｊリーグ発足
6/27 松本サリン事件
7/8 北朝鮮、金日成主席死去、82歳
1/17 阪神淡路大震災、死者・不明は6300人余
3/20 地下鉄サリン事件
7/13 堺市の小学校でO157による集団食中毒発生
尺八の講師に渡辺正樹先生を迎える
12/17 ペルーの日本大使公邸にゲリラが襲撃、占拠
6/28 神戸市須磨区の小学6年生殺人事件で、現場近くに住む中3
生徒を逮捕
8/31 ダイアナ元英皇太子妃、パリで交通事故死、36歳
8/31 北朝鮮、日本海に向け「テポドン1号」発射
大合奏曲「ゲシュタルト」を三塚幸彦氏に委嘱、初演。
10/4 和歌山毒物カレー事件で林真須美被告らを逮捕
3月 宇多田ヒカルがＣＤ｢First Love｣で出荷枚数835万枚の日本
音楽史上最大ヒットを記録
9/30 東海村で国内初の臨界事故発生
9/4 三宅島噴火(6/27)で全島民が避難
顧問が宇佐美潤氏に替わり、今繁隆氏は名誉顧問となる
12/13 大接戦の末、アメリカ大統領にブッシュが当選
9/11 アメリカで同時多発テロが発生
12/1 愛子様ご生誕
5/31 サッカーワールドカップが日韓共催で行われる
定演企画曲「SANKYOKU〜邦楽器での挑戦〜」を小林 渡氏編曲、初演
10/15 初の日朝会談の後、拉致被害者が帰国
3/20 イラク戦争始まる
定演企画曲「〜祭楽兼備〜」を小林 渡氏編曲、初演。会員数51名
3/24 宮崎駿監督の｢千と千尋の神隠し｣がアカデミー賞受賞
10/23 新潟県中越地方でＭ6.8の地震、新幹線が営業中初の脱
線
12/26 スマトラ沖でM9.0の地震発生、津波により沿岸国に甚大な
被害
4/25 JR福知山線で脱線事故、107人死亡
学生部長賞受賞
8月 アメリカ南部を超大型ハリケーン「カトリーナ」が直撃
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1990年
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第22回 こまばエミナース

幻舞三章（牧野由多可）

1991年

平成3年

第23回 ＡＢＣ会館ホール

二つの舞曲（長沢勝俊）

1992年

平成4年

第24回 麻生文化センター

幻舞三章（牧野由多可）

1993年

平成5年

第25回 麻生文化センター

風わたる（小林 純・門内良彦）

1994年

平成6年

第26回 麻生文化センター

ディヴェルティメント（佐藤敏直）

1995年

平成7年

第27回 麻生文化センター

1996年

平成8年

第28回 麻生文化センター

風わたる（小林 純・門内良彦）

1997年

平成9年

第29回 麻生文化センター

協奏舞曲（永瀬博彦）

1998年

平成10年

第30回 麻生文化センター

ゲシュタルト（三塚幸彦）

1999年

平成11年

第31回 麻生文化センター

DANCE CONCERTANTES 1（三木 稔）

2000年

平成12年

第32回 麻生文化センター

花織（川崎絵都夫）

2001年

平成13年

第33回 狛江エコルマホール

ディヴェルティメント（佐藤敏直）

2002年

平成14年

第34回 麻生文化センター

二つの舞曲（長沢勝俊）

2003年

平成15年

第35回 狛江エコルマホール

蒼き狼の夢（川崎絵都夫）

2004年

平成16年

第36回 麻生文化センター

花織（川崎絵都夫）

2005年

平成17年

第37回 狛江エコルマホール

和楽三章（佐藤敏直）

2006年

平成18年

第38回 麻生文化センター

二つの舞曲（長沢勝俊）

2007年

平成19年

第39回 麻生文化センター

蒼き狼の夢（川崎絵都夫）

安倍首相が突然の退陣 後継に福田首相
新潟県中越沖地震
サブプライム問題で米経済失速

2008年

平成20年

第40回 多摩市民館ホール

大津絵幻想（長沢勝俊）

福田首相が辞任、麻生内閣発足
秋葉原で通り魔、７人死亡

2009年

平成21年

第41回 麻生文化センター

竹桐Ⅱ（川崎絵都夫）

2010年

平成22年

第42回 幸市民館ホール

ディヴェルティメント（佐藤敏直）

2011年

平成23年

第43回 多摩社会教育会館

花織（川崎絵都夫）

2012年

平成24年

第44回 多摩市民館ホール

大津絵幻想（長沢勝俊）

第４６回衆院選で自公圧勝、政権奪還
山中教授にノーベル医学生理学賞

2013年

平成25年

第45回 麻生文化センター

邦楽合奏のための 疾風怒濤（川崎絵都夫）

２０２０年夏季五輪・パラリンピック、東京開催決定
フィリピン台風、死者・不明７千人

2014年

平成26年

第46回 多摩市民館ホール

ディヴェルティメント（佐藤敏直）

御嶽山が噴火、５７人死亡６人不明
広島で土砂災害、住宅流され７４人死亡
エボラ出血熱感染拡大、死者６０００人

2015年

平成27年

第47回 多摩市民館ホール

蒼き狼の夢（川崎絵都夫）

三曲研究同好会として発足。会員数8名

幻舞三章（牧野由多可）

幻舞三章

カルーセル(高橋鮎生)

5/21 OB・OGと現役による初の演奏会「専大三曲祭り」開催

5/23 「第二回専大三曲祭り」開催
多摩区3大学コンサート参加

学生部長賞受賞
会員数63名

トリノ冬季オリンピック開催
神戸空港が開港

民主圧勝、政権交代。社民・国民新と連立
新型インフルの感染広がる。全国で猛威
尖閣沖で中国漁船衝突。映像がネット流出
鳩山退陣、菅内閣が発足。参院選で民主大敗
チリ鉱山、作業員３３人奇跡の生還
東日本大震災、原発事故で甚大被害
なでしこジャパン、サッカーＷ杯優勝
北朝鮮の金正日総書記が死去

新国立競技場建設、エンブレム白紙に
世界各地でイスラム過激派のテロ

尺八の講師に山野明彦先生(2001.3卒業)を迎える

天皇陛下、退位の意向示唆
熊本地震、死者１５０人超
米大統領選でトランプ氏勝利

2016年

平成28年

第48回 狛江エコルマホール

二つの舞曲（長沢勝俊）

2017年

平成29年

第49回 幸市民館ホール

大津絵幻想（長沢勝俊）

将棋の藤井四段が２９連勝
マレーシア空港で金正男氏暗殺

2018年

平成30年

第50回 多摩市民館ホール

邦楽合奏のための 疾風怒濤（川崎絵都夫）

平昌五輪で日本は冬季最多１３メダル。フィギュア・羽生結弦は連覇
西日本豪雨、死者２２０人超
日大アメフト部選手が危険タックル。スポーツ界で不祥事相次ぐ

2019年

令和元年

第51回 幸市民館ホール

冬の一日パート2（長沢勝俊）

天皇陛下が即位。「令和」に改元
ラグビーＷ杯日本大会開幕、日本８強
消費税率１０％スタート

2020年

令和2年

第52回 未定

2/16 「第三回専大三曲祭り」開催

