
 

 

 

 

 

 

 

 
 名古屋・栄を拠点に活動する SKE48 の 2 期生 高柳明音が、4 月 26 日（月）、27 日（火）に、本拠地 栄の SKE48 劇
場で、劇場公演最後となる卒業公演を開催いたしました。両日とも会場キャパシティーの半分に満たない人数の 110 名までに制限
した観客の皆様にご入場いただき、DMM LIVE!! ON DEMAND での配信も行われました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 高柳は、2009 年に 2 期生として SKE48 に加入。以降、グループの中心メンバーとして活動してまいりました。卒業公演となった
「ラムネの飲み方」公演は、2011 年 10 月にスタートしたチーム KII 初となるオリジナル公演。チーム KⅡ発足時からリーダーを務め
た高柳が、「AKB48 22nd シングル 選抜総選挙」の檀上で「秋元先生、私たちに公演をやらせてください!」と異例の直訴をしたと
いう、思い入れのある公演となります。 
 もともと 16 名で公演をする予定にしていたため、8 名ずつ 2 日間に分けて開催。同じチーム KⅡのメンバーや同世代のメンバーに
加え、舞台『SKE48 版ハムレット』で家族役として共演した野島樺乃、佐藤佳穂や、幼少時より SKE48 のファンで憧れて加入し、
メンバーとして頑張っている倉島杏実が出演しました。 
 
 1 日目の公演は終始明るく楽しいムードでしたが、2 日目はいよいよ最終公演。最初の MC で高柳は、「皆さん、楽しんでますか?
この一瞬一瞬見逃しちゃダメですよ」と挨拶した後、「I love bird ちゅりちゅり!」と自らのニックネームの由来となった懐かしいキャッチ
フレーズを披露。「お待たせ Set list」で、この公演を始めた当初、「何年先までずっとこの気持ちを持ち続けていられるのかな」と思った
気持ちを思い出し、早くも涙ぐんでしまったことを明かしました。 
 
 新型コロナウイルス感染症対策のため、劇場公演ではこれまで基本的にユニット曲のパフォーマンスはありませんでしたが、高柳のユ
ニット曲「クロス」だけは特別に披露。2 日目の本日は日本ガイシホールでの卒業コンサートに続き、北野瑠華、日高優月とのユニット
で、チーム KⅡで定着したこの 3 名の姿もついに見納めに。「バイクを高速でぶっ飛ばしてる気持ちでやりました」「最高だったよ!また
いつか」と言いながら高柳がステージを後にすると、日高が「うちらで『クロス』守ってくから!」と力強く宣言。客席から温かい拍手が送ら
れました。 
 
 本編を終えると、声を出せない会場では、スピーカーから事前に録音したアンコールの掛け声が流れるという演出がファンの皆様から
贈られ、客席ではそれに合わせて拍手のアンコールが。W アンコールでは「明音まちゅりだ、ちゅりちゅり!」という掛け声が流れ、ステー
ジに登場したメンバーも同じ掛け声で踊り、SKE48 の代表曲「青空片想い」、「１!２!３!４!ヨロシク!」、「ごめんね、
SUMMER」、「バンザイ Venus」、「パレオはエメラルド」をメドレーで元気いっぱいにパフォーマンスしました。 
 そして、高柳が大場美奈に「SKE に来てくれてありがとう!最高のビジネスパートナーだったけど、これからは大事な友達だよ」と声を
かけ、「友達のままで」を 2 人で初披露。2 人とも涙を浮かべながらも笑顔でしっかりと歌い切りました。 

 2021 年 4 月 27 日（火） 

 株式会社ゼスト  

SKE48 高柳明音卒業公演開催！ 

「最後のこの瞬間に後悔はない」 



 
 17 歳で SKE48 に加入してから先日の卒業コンサートまでの軌跡を辿る映像の後、高柳は鮮やかな和柄ドレス姿で登場。卒業ソ
ロ曲「青春の宝石」で心を込めた歌声を響かせ、「皆さんの存在一つ一つが私にとっての宝石だなと思って、ここが宝箱みたいだなと思
っちゃいました」と笑顔を見せました。 
 これまでの活動で縁のあった方々からのメッセージムービーに続き、ファンの皆様からの大きな花束と花冠が贈られ、同期の斉藤真木
子が手紙を朗読。同期で加入してから一時期距離があったものの、2 年前の同期の内山命の卒業を機に少しずつ縮まっていった２
人の思い出を綴り、「たくさんのごめんねとありがとうを込めて」と結びました。 
 
 最後の挨拶で高柳は、「私は SKE48 に入ってセンターになりたいって言えなかったんですね。初期からセンターに立っていた、W セン
ターのあの二人を見てるからこそ、簡単には言えなくて。センターになりたいって一回くらい言えばよかったって。でもきっと時間が巻き戻っ
ても私は言わないと思います。自信がないとかじゃなくて、最後この瞬間に後悔がないからです」と話し、「大好きなアイドルになって
SKE48 に入って幸せだったし、SKE48 以上の青春はもうないです。一生忘れられない、誇れる日々でした」と振り返りました。 
そして、「自分がもっともっと頑張って、皆さんにもっともっと幸せに幸せになってもらうために、高柳明音として上を目指して頑張っていき
たいと思いますのでこれからも応援してもらえると嬉しいです。名古屋でもっともっと活躍できる女優さんになれるよう頑張っていきたいと
思います。本日は幸せな卒業公演を迎えられて本当に幸せでした。ありがとうございました」と、時には涙を見せながら、感謝と力強い
決意の気持ちを述べました。 
 
 「最後の曲は思い切りおまちゅり騒ぎさせていただきたいと思います!」と「DADA マシンガン」で明るくはじけたステージで閉幕。 
ステージを去り際に「あ、みんな、そうだ、これ最後に言いたいと思ってたの」と切り出し、「みんな幸せになってください。どんな形でもいい
から。私は自分を応援してくれたみんなと SKE48 を応援してくれてるみんなが幸せだったら私も幸せです。これからもみんなが笑ってい
られることを私は心から望んでます。ありがとうございました。大好き!」と言葉を残し、公演を締めくくりました。 
 
 本日の公演は、SKE48 LIVE!! ON DEMAND でアーカイブ配信（本日 24:00～予定）され、2 日間の公演の模様は、7 月
28 日（水）に発売されるスペシャル Blu-ray/DVD BOX に収録されます。 
 
 
【高柳明音 コメント（概要）】 
SKE48 に入って 12 年の間に本当にいろんな事がありました。自分が好きなアイドルにな
って幸せっていう気持ちと自分がなりたかったアイドル像にうまく手の届かない自分のもどかし
さと、応援してくださってるファンの皆さんを幸せにしたいという思いが伝わるときと、うまく言葉
にしてつたえられないとき、本当にいろんな事がありました。 
自分の中でぶれちゃいけない、軸じゃなきゃいけないというものがありました。アイドルとファン
は幸せでなければいけない、というのが自分の中でのモットーでした。 
 
私は SKE48 に入ってセンターになりたいって言えなかったんですね。初期からセンターに立
っていた、W センターのあの二人を見てるからこそ、簡単には言えなくて、センターになりたい
って一回くらい言えばよかったって、でもきっと時間が巻き戻っても私は言わないと思います。
自信がないとかじゃなくて、最後この瞬間に後悔がないからです。 
 
私が SKE48 に入って、一番大切なんだなって思ったのは、自分を好きなことを続けること
です。途中でポジションが下がって、私は必要ないのかなって辞めようかなって思ったあのと
きに辞めなくて良かった。悔しいっていう気持ちのまま辞めていたら後悔していました。 
みんなが支えてくれたから続けてこれたし、こうやって全部がいい思い出で、辛かったことも
悔しかったことも自分の力になってて、みんなにとっても思い出したくない悔しい思いでもある
と思うけど、それもいい思い出になりました。 
自分が自分であるために必要な 12 年だったと思います。感謝の気持ちでいっぱいです。大好きなアイドルになって SKE48 に入って幸
せだったし、SKE48 以上の青春はもうないです。一生忘れられない、忘れられない、誇れる日々でした。 
 
SKE48 に入って出会えた皆さん、メンバー、曲、たくさんの楽曲を歌わせていただいたことが本当に幸せでした。 
自分がもっともっと頑張って、皆さんにもっと幸せになってもらうために高柳明音として上を目指して頑張っていきたいと思いますので、こ
れからも応援してもらえると嬉しいです。名古屋で活躍できる女優さんになって、いつか、名古屋と言ったら高柳明音だよねといってもら
えるようにがんばります。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 



高柳明音卒業公演「ラムネの飲み方」 
2021 年 4 月 26 日（月）18:30 開演 
会場:SKE48 劇場  110 名（定員:299 名） 
出演:野島樺乃、山内鈴蘭、荒井優希、高柳明音、竹内彩姫、倉島杏実、佐藤佳穂、谷真理佳 
＜Set List＞ 
-overture- 
 1. 兆し   ALL 
 2. 校庭の仔犬  ALL 仔犬メンバー:山内 
 3. ディスコ保健室  ALL 
 4. お待たせ Set list ALL 
 5. クロス   荒井、高柳、竹内彩 
 6. 今 君といられること ALL 
 7. ウイニングボール  ALL バッター:高柳 
 8. 握手の愛  ALL 
～ENCOLE～ 
 9. ボウリング願望  ALL 投球:高柳 
10. 16 色の夢クレヨン ALL 
11. ラムネの飲み方  ALL 
～W ENCOLE～ 
12. 【シングルメドレー】 ALL 
  （青空片想い、１!２!３!４!ヨロシク!、ごめんね、SUMMER、バンザイ Venus、パレオはエメラルド） 
 
高柳明音卒業公演「ラムネの飲み方」 
2021 年 4 月 27 日（火）18:00 開演 
会場:SKE48 劇場  110 名（定員:299 名） 
出演:江籠裕奈、大場美奈、北野瑠華、高柳明音、日高優月、古畑奈和、斉藤真木子、須田亜香里 
＜Set List＞ 
-overture- 
 1. 兆し   ALL 
 2. 校庭の仔犬  ALL 仔犬メンバー:高柳 
 3. ディスコ保健室  ALL 
 4. お待たせ Set list ALL 
 5. クロス   北野、高柳、日高 
 6. 今 君といられること ALL 
 7. ウイニングボール  ALL バッター:高柳 
 8. 握手の愛  ALL 
～ENCOLE～ 
 9. ボウリング願望  ALL 投球:高柳 
10. 16 色の夢クレヨン ALL 
11. ラムネの飲み方  ALL 
～W ENCOLE～ 
12. 【シングルメドレー】 ALL 
  （青空片想い、１!２!３!４!ヨロシク!、ごめんね、SUMMER、バンザイ Venus、パレオはエメラルド） 
13. 友達のままで  大場、高柳 
14. 青春の宝石  高柳 
    ＊卒業セレモニー 
15. DADA マシンガン ALL 
 
 
★SKE48 松井珠理奈 / 高柳明音卒業コンサート in 日本ガイシホール スペシャル Blu-ray/DVD BOX 
発売日:2021 年 7 月 28 日（水） 
https://ske.lnk.to/0728blu-ray_dvd 
CD ショップ、EC サイトにて予約受付中 
 
■SKE48 公式 HP 
http://www.ske48.co.jp/ 

株式会社ゼスト 
E-mail info@zest-corp.com 

 

本件に関するお問い合わせ 


