
 

 

 

 

 

 

 

 
 名古屋・栄を拠点に活動する SKE48 のメンバー 古畑奈和が本日、新宿 ReNY にて「古畑奈和 LIVE かえるぴょこぴょこ 3
ぴょこぴょこ あわせてぴょこぴょこ 6 ぴょこぴょきょ」を開催いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ステージには、梅雨のこの季節らしく傘をさしたカッパ姿の古畑が登場。「スコールの間に」、「少女は真夏に何をする?」、「僕らの風」
を続けて披露後、タイトルコールをつい客席に求めてしまうというミスをしてしまい、会場はなごやかな笑いに包まれました。「となりのバナ
ナ」では、日頃から古畑を特に慕っている松本慈子と伊藤実希がゲストメンバーとして順に登場し、古畑と共にパフォーマンス。曲終わ
り、青いジャージ姿でゲーム機のコントローラーを持った古畑が現れると、「積み木の時間」ではスクリーンにゲーム画面が映し出され、
古畑がゲームをしながら歌うという演出で、部屋を覗いているような感覚に。その画面のゲームの世界「NAO KINGDOM」で、狼のチ
カガオ（松本）とウサギのミキウサ（伊藤）が悪蛙デビゲロに倒されてしまい、魔法少女なおぴょん（古畑）がチカガオとミキウサを救
うというストーリーで楽しませます。「キミが思ってるより…」では、サイリウムを振るとラブゲージが上がっていくという映像に合わせて、古畑
のメンバーカラーの水色とグリーンのサイリウムの波で客席からパワーをいただきました。 

「雨のピアニスト」では美声を響かせ、「今夜は Shake it!」、「恋愛サーカス」では、キレのあるダンスパフォーマンスで惹きつけます。
一転、「エンドロール」、「消せない炎」、「How come?」では、白のパンツルックの古畑が黒いワンピースの松本と伊藤をバックダンサ
ーに従え、クールで息の合ったダンスで魅了しました。「放課後レース」、「渚のイメージ」ではグッズ T シャツをアレンジした青いギンガムチ
ェックのフリルワンピースで、アイドルらしいキュートなパフォーマンス。客席からの大きなクラップに「ありがとうございます!」と笑顔を見せま
す。本編は、古畑のソロミニアルバム『Dear 君とボク。』に収録の曲「観覧車」で締めくくりました。 

アンコールでは「口移しのチョコレート」と（「わるきー」改め）「わるちゃん」のどちらが観たいか、ステージ上からアンケート。「わるちゃん」
の人気が上回り、角と尻尾をつけたセクシー＆キュートな姿に客席からは大きな拍手が送られます。「最後、悔いが残らないようにしっ
かりとこの時間を楽しんでいってください!みんなの気持ちが晴れるように、そして雨も楽しめるように!雨の後、しっかりとみんなが成⾧
できるように心を込めて歌いたいと思います。明日天気になりますよーに!」と「After rain」でソロライブの幕を閉じました。 
 全 21 曲で様々な表情を披露した古畑は、「ファンの皆さんに楽しんでもらえるように参加型のライブを意識した」とのこと。今年 9 月
末での卒業を発表しており、9 月 24 日（土）に日本ガイシホールで「古畑奈和卒業コンサート」の開催が決定しております。夏に
は、「SKE48 Summer Zepp Tour 2022」、「第 4 回 AKB48 グループ歌唱力 No1 決定戦 『ファイナリスト LIVE』」など、出
演も続きますので、引き続きご注目ください。 
 
【古畑奈和コメント】 
おそらく SKE48 では最後のソロライブになるということで、ファンの皆さんに楽しみ尽くしてほしいなと思って、好きな曲を集めて、
いろんな色を見せることで、楽しかったっていう気持ちを膨らませていきたいと思いました。松本慈子ちゃんと伊藤実希ちゃんが出
てくれたので２人の良さが出たらいいなと思いつつ、あとはこの仲良しなメンバーとだからこそできるライブにしたいなっていうことで、
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物語を作ったりとか映像を作ったりとか、映像と融合したり、ファンの皆さんに楽しんでもらえるように参加型のライブを意識して遊
び尽くせたのではないかなと思っています。コールできない分、すごく拍手してもらったりとか、私だけじゃなく、ファンの皆さんと作れ
た特別なライブになったのではないかなと思います。ダンスブロックでも激しく、本当に倒れるくらいの熱量で歌ったり踊ったりしたん
ですけど、ファンの方も同じ熱量で、どんどんサイリウムを振る熱量が上がってきたのも伝わってきたので、負けずにステージに立て
たことがすごい嬉しくて楽しかったです。 
「観覧車」は『Dear 君とボク。』というミニアルバムに入っていて。これは卒業を見越して作られた曲ではなかったんですけど、今
のタイミングにピッタリな曲だなと思って選びました。でも、しんみりしたいわけではなかったので、優しい気持ちというか、今一緒に
いられて楽しいよっていうのと、これからも一緒に歩んでいこうねっていうことが伝わったらいいなと思って。 
アンコールが来ることは当然ではないんですけど、今回はファンの方に最後までワクワク・ドキドキと、そんなことやっちゃうの?!っ
ていうのを感じてもらいたいなと思って、選択してもらうっていうのをやってみました。今の私とファンの方だからこそできたことなんじゃ
ないかなと思っています。 
今回は可愛い衣装もあって、やっぱりアイドルっていう部分もしっかり見てもらいたかったし、いろんな私を、かっこいいのも可愛い
のも全部が私なんだよっていうのを見てもらえたらいいなって思って、こんなライブになりました!ありがとうございます! 
 
■プロフィール:古畑奈和(ふるはた・なお) 
1996 年 9 月 15 日生まれ。愛知県出身。2011 年に SKE48 の 5 期生として加入し、2013 年から 2015 年まで AKB48
と兼任を務めた。2013 年に SKE48 の 12th シングル『美しい稲妻』でシングル初選抜以来、現在に至るまで表題曲選抜メ
ンバーとして活動。2017 年 AKB48 グループ「選抜総選挙」では自己最高順位 14 位にランクイン。2017 年にはソロシング
ル「オルフェス」、2018 年にはミニアルバム『Dear 君とボク。』をリリース。2019 年の SKE48 の 25th シングル
『FRUSTRATION』ではセンターを務めた。特技のサックスを活かし、雑誌「サックス・ワールド」にて 5 年以上も連載を続けて
いる。第 3 回・4 回「AKB48 歌唱力 No1 決定戦」決勝戦へ出場し、ユニット「Nona Diamonds」にも参加。2019 年・
2021 年にはソロライブを成功させ、御園座 三月特別公演 『水戸黄門』、30-DELUX NAGOYA アクションクラブ MIX
『ナナシ 2021』に舞台に出演するなど、多岐にわたって活躍。2022 年 5 月 31 日には自身初となる写真集『古畑奈和 
1st 写真集 「感情の境界線」』を発売した。9 月 24 日（土）には名古屋ガイシホールにて卒業コンサートを予定している。 
 
【公演概要】 
「古畑奈和 LIVE かえるぴょこぴょこ 3 ぴょこぴょこ あわせてぴょこぴょこ 6 ぴょこぴょきょ」 
2022 年 6 月 22 日(水) 18:00 開場 / 19:00 開演 
会場:新宿 ReNY 
    （〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-5-1 アイランドホール 2F） 
出演: ・SKE48 TeamKⅡ 古畑奈和 

・SKE48 TeamS 松本慈子  ・SKE48 TeamKⅡ 伊藤実希 
 
【セットリスト】 
-overture- 
１、  スコールの間に 
２、  少女は真夏に何をする? 
３、  僕らの風 
４、  嵐の夜には 
５、  となりのバナナ 
６、  積み木の時間 
７、  愛のルール 
８、  キミが思ってるより… 
９、  雨のピアニスト 
10、  今夜は Shake it! 
11、  恋愛サーカス 
 
SKE48 Summer Zepp Tour 2022 
＜日程/会場/出演チーム＞ 
【愛知】 2022 年 7 月 18 日 (月・祝)  Zepp Nagoya      出演:チーム S 
【東京】 2022 年 7 月 24 日 (日)    Zepp Haneda      出演:チーム E 
【福岡】 2022 年 8 月 6 日 (土)     Zepp Fukuoka      出演:チーム S 
【札幌】 2022 年 8 月 13 日 (土)    Zepp Sapporo      出演:チーム E 
【愛知】 2022 年 8 月 20 日 (土)    Zepp Nagoya      出演:チーム KⅡ 
【大阪】 2022 年 8 月 27 日 (土)     Zepp Osaka Bayside    出演:チーム KⅡ 

12、  エンドロール 
13、  消せない炎 
14、  How come? 
15、  ロックだよ人生は 
16、  放課後レース 
17、  渚のイメージ 
18、  観覧車 
EN1、 口移しのチョコレート or わるちゃん 
EN2、 チャイムは LOVE SONG 
EN3、 After rain 



 
＜開場/開演時間＞ 全公演共通 
昼公演 開場 12:45 / 開演 13:30 
夜公演 開場 17:15 / 開演 18:00 
※詳細は SKE48 公式 HP にてご確認ください。 
 
 
第 4 回 AKB48 グループ歌唱力 No1 決定戦 「ファイナリスト LIVE」 
開催日:2022 年 8 月 31 日（水） 
会場  :立川ステージガーデン（東京） 
出演  :岡田奈々(AKB48)、池田裕楽(STU48)、矢野帆夏(STU48)、古畑奈和(SKE48)、清水紗良(STU48)、 
      三村妃乃(NGT48)、今村美月(STU48)、坂本愛玲菜(HKT48)、村山彩希(AKB48) 
 
※公演内容詳細は下記 Twitter を参照ください。 
https://twitter.com/akb48g_singer 
 
 
SKE48 アリーナコンサート at 日本ガイシホール 
開催日:2022 年 9 月 24 日（土）昼 古畑奈和卒業コンサート 

2022 年 9 月 24 日（土）夜 須田亜香里卒業コンサート 
2022 年 9 月 25 日（日） SKE48 14 周年コンサート 

会場:  日本ガイシホール 
※詳細は SKE48 公式 HP にてご確認ください。 
 
 
 
古畑奈和 1st 写真集公式 「感情の境界線」 
発売日:2022 年 5 月 31 日（火） 
価格  :2,420 円 
特典会:開催店舗 東京-HMV&BOOKS SPOT SHINJUKU B1F  

会場    ルミネエスト新宿 ６Ｆエストマでの実施となります 
6 月 26 日（日）①12:00～ ②14:00～ 

※商品内容詳細は下記 Twitter を参照ください。 

https://twitter.com/naofuruhata_1st 
 
 
 
■SKE48 OFFICIAL HP:https://ske48.co.jp/ 
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