
 

 

 

 

 

 

 

 
名古屋・栄を拠点に活動する SKE48 のメンバー古畑奈和と須田亜香里が、9 月 24 日（土）に地元名古屋の日本ガイシホ

ールにて卒業コンサートを開催いたしました。同じ日にメンバー2 人がそれぞれ単独の卒業コンサートを開催するのはグループで初となり

ます。台風の影響もありましたが、約 1 万人の観客がステージを満喫いたしました。 

 

古畑奈和卒業コンサート＠日本ガイシホール ～ハニーフェス～ 
2022年 9 月 24日（土） 開場 10:30 開演 12:00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古畑は、2011 年 10 月に SKE48 第 5 期オーディションに合格。2013 年から 2015 年までは AKB48 と兼任で活動しており

ました。SKE48 では、2013 年の「美しい稲妻」でシングル初選抜入りを果たして以降、25th シングル 「FRUSTRATION」では、

センターを務めるなど、今年まで表題曲選抜メンバーとして活動してきました。 

自身のファンのことを「ハニーちゃん」と呼んでいることから「古畑奈和卒業コンサート＠日本ガイシホール ～ハニーフェス～」と名付け

られた本日の卒業コンサート。ステージ上の蜂蜜の壺の中から女王蜂に扮した古畑がぴょこっと顔を出し、「ハニーフェス、始まるよー！」

とタイトルにちなんだ「みつばちガール」でスタートしました。 

 センターを務めた「FRUSTRATION」では、初っ端から火柱の特効と共に SKE48 の正規メンバー50 名あまりでの迫力あるパフォー

マンスで一気に会場を引き込みます。その勢いのまま「SKE フェスティバル」、「チャイムは LOVE SONG」と SKE48 らしい明るい楽曲

をパフォーマンス。可動式のムービングステージで迫力あるステージで魅了しました。 

自身のユニット曲「愛してるとか、愛してたとか」ではピアノ、サックス、歌のセッションで、特技のサックスをグルーヴ感たっぷりに聴かせます。 

「毒リンゴを食べさせて」では、古畑を慕う松本、伊藤、岡本、林に毒リンゴを食べさせ、「毒蜘蛛」では、毒蜘蛛役の古畑が、それ

ぞれのメンバーと熱く絡むパフォーマンスを繰り広げました。 

「今何してるの？」と電話の声がすると、サプライズで卒業生の高柳明音が後方のステージに登場。「従順な Slave」「I‘m sure.」

の 2 曲を二人でパフォーマンスし、ミッドナイト公演のシーンが蘇るディープなステージに。 

AKB48 グループ選抜総選挙で、自己最高位 14 位にランクインした時の選抜楽曲 AKB48 の「#好きなんだ」、翌年 15 位にラ

ンクインした時の選抜楽曲 AKB48 の「センチメンタルトレイン」に続き、自身がセンターだったチーム KⅡの楽曲「蹴飛ばした後で口づ

けを」で、会場は KⅡカラーの真っ赤に染まります。初めて SKE48 選抜メンバーに抜擢された「美しい稲妻」に続き、「春夏秋冬、いつ

も皆さんと過ごせて楽しかった」という気持ちを込めて、「片想い Finally」、「花火は終わらない」、「言い訳 Maybe」、「12 月のカンガ

ルー」と四季の名曲を続けて披露。古畑が SKE48 に加入してからこれまでのヒストリーをたどりつつ、かわいい後輩メンバーと楽しくパフ

ォーマンスするステージとなりました。 

アンコールでは、グループ史上初の卒業ソロシングル曲「ひかりさす」をロイヤルブルーのドレスで歌唱。ゴスペラーズの黒沢薫氏プロデ

ュースの優しいバラードやロックなど様々なジャンルを詰め込んだ楽曲で、会場中がブルーとグリーンのサイリウムでエールを送りました。 

「みんなで楽しみましょう！」と全メンバーで「アイシテラブル！」、最後はセンターステージで、全メンバー一人一人とハイタッチしながら

「To be continued.」で締めくくり、全 30 曲を披露。「メンバーのみんな、ファンのみんな、11 年間、みんなのおかげですごい楽しかっ
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SKE48 古畑奈和と須田亜香里が卒業コンサート開催 



た、ありがとう」と、笑顔でステージを後にしました。 

古畑はこの後、本拠地 SKE48 劇場にて、9 月 29 日（木）にチーム KⅡ「最終ベルが鳴る」古畑奈和卒業公演を開催し、9

月末日に SKE48 を卒業いたします。 

 

【古畑奈和 コメント】 

（卒業コンサートを終えて） 

まず楽しかったです。自分のためにこうやって来てくれる方がいたり、スタッフさんが動いてくれて、メンバーも私がちゃんと気持ちよく卒業で

きるようにって色々（振りとか）覚えてくれたりとかして。自分がそんな風に尽くしてもらえるなんて思ってもみなかったので素直に嬉しか

ったですね。不思議な気持ちでした。 

ドレスは、すごく重くて、重厚感を大事にしてもらいました。後ろから見ても可愛いように飾りも後ろにチェーンがたれてたりとか。 

（台風の影響があったけれど）本当に来て下さったファンの皆様には感謝しかないし、来られなかった方もすごい悔しがってくれてる方

とかもいらっしゃったので、ちゃんと私が頑張ってる限りその人たちにきっと会えるチャンスが巡ってくのかなって思うので、改めて卒業後頑

張りたいって思えることに繋がりました。配信があってよかったなって思いました。本当に 100 人ぐらいしかきっと来られないんだろうなって

思っていたんですけど、自分の想像を遥かに超える人数が来てくださってすごく嬉しかったし、みんなの頑張りには感謝しかないです。 

SKE48 は私にとって本当に刺激的で退屈することのない場所でした。毎日がすごく刺激的で愛情にも溢れてたし、ひとつのことに向か

ってみんなで頑張る姿勢も楽しかったし、たまに落ち込むことがあるのもすごい楽しかったし、全部が全部本当に愛おしい時間だったなと

感じています。 

 

 

★須田亜香里卒業コンサート＠日本ガイシホール ～君だけが瞳の中のセンター～ 
2022年 9 月 24日（土） 開場 17:00 開演 18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

須田亜香里は 2009 年 11 月に SKE48 3 期生としてオーディションに合格し、2010 年に発売の SKE48 4th シングル

『1!2!3!4! ヨロシク！』で、シングル表題曲選抜メンバーに選出。2011 年の第 3 回選抜総選挙から毎年ランクインを続け、2018

年の第 10 回総選挙（「AKB48 53rd シングル世界選抜総選挙」）にて自己最高となる第 2 位を獲得し、“握手会の女王”の異

名をとるなど、ファンへの神対応が話題となりました。 

本日のコンサートの「君だけが瞳の中のセンター」というタイトルは、グループ加入当初ステージ端にいたのに、アイドルとしてセンターに

押し上げていただいた感謝の気持ちを込めて、そして、「自分だけを見てほしい」という意味も込めて、このタイトルにしたとのこと。 

須田は「始まったよー！」とお茶目な笑顔を見せ、「SKE48」、「シアターの女神」、「オレトク」と SKE48 らしさ全開の曲を息つく間

もなく、パフォーマンス。シングル表題曲初センターとなった「ソーユートコあるよね？」まで全メンバーで会場をヒートアップさせます。 

思い入れのあるユニットのコーナーでは、井上瑠夏、上村亜柚香とのキュートな「キャンディー」や、須田を慕う後輩の都築里佳、平

野百菜、浅井裕華、井田玲音名とともに結成する「須田会」メンバーそろって「女の子の第六感」をパフォーマンス。 

「だーすー、卒業おでとう！」と同期の卒業生松村香織がサプライズ登場。「この曲はやっぱりつーまー（松村）とやらないと卒業で

きない！」と二人のオリジナル曲「ここで一発」で懐かしのコンビ復活。谷真理佳も加わり、「恋よりも Dream」を 3 人で楽しく披露しま

した。 

5 歳の頃から SKE48 に加入する前まで 13 年間続けていたクラシックバレエを「孤独なバレリーナ」でしっとりと踊ると、衣装に合わ

せて会場全体が純白のサイリウムで灯されました。 

続いて、総選挙でランクインした時の選抜曲を 2011 年の「抱きしめちゃいけない」から 8 曲連続披露。さらに、ステージ床から跳び

出るように登場し、「このジャンプやりたかったの。夢がかないました！」と SKE48 シングル表題曲初選抜曲「１！２！３！４！ ヨロ

シク！」から「パレオはエメラルド」まで 8 曲連続で一気に駆け抜けました。「パレオはエメラルド」では、SKE48 が NHK「紅白歌合戦」

に初出場したときの演出を今のメンバーでやりたいという須田の希望で、一列に並んでスカーフを使ったカノンを披露しました。 

 本編最後は「キンモクセイ」で、会場を SKE48 カラーのオレンジ色に染め、アンコールでは須田の卒業ソロ曲「私の歩き方」をドレス

で初披露。「前しか向かねぇ」は、練習を続けているギターを弾きながら、ロック・アーティスト気分でパフォーマンス。全 35 曲を披露し、

須田亜香里のヒストリーと現在を詰め込んだ内容となりました。 

須田はこの後、本拠地 SKE48 劇場にて、10 月 25 日（火）「制服の芽」公演、11 月 1 日（火）「SKE フェスティバル」公演



の 2 公演を開催し、11 月 1 日に満 13 年の SKE48 メンバーとしての経歴に幕をおろします。卒業後も引き続き、タレントとして活

動していく予定です。 

 

また、本日 9 月 25 日（日）は SKE48 の 14 周年を記念した「SKE48 14th Anniversary Festival 2022」を開催。2 日

間のガイシホールコンサートの模様を掲載した PHOTO BOOK がセブンネット限定で発売されることも決定いたしました。 

 

【須田亜香里 コメント】 

（卒業コンサートを終えて）達成感かなと思います。  

卒業コンサートって誰もが開いてもらえるものではなくって、自分が SKE48 入った時に、大きな卒業コンサート開いて卒業していく先輩

をそういった場面をたくさん経験してきたからこそ、自分が辞めるときあんなにたくさんの方に愛していただいていることを目の当たりにし

て、やめることってできるだろうかっていうのは想像がつかなかったことでした。 

今日こうして自分がそういった場を開いていただけたことに感謝です。  

どの曲も出たかったから、最初から最後までずっと MC 以外では出番をいただいてたんですけど、そういう体力面でも達成感がありま

す。ありがとうございました。 

 

 

【古畑奈和 セットリスト】 

M タイトル メンバー 

1 みつばちガール 都築、松本 / 青木詩、荒井、江籠、北野、日高、古畑 / 井田、鎌田、熊

崎、斉藤、谷、福士 

 overture  

2 FRUSTRATION SKE48 ALL （11 期生除く） 

3 SKE フェスティバル SKE48 ALL （11 期生除く） 

4 チャイムは LOVE SONG SKE48 ALL （11 期生除く） 

5 アイドルなんて呼ばないで SKE48 ALL 

6 愛してるとか、愛してたとか 古畑 

7 愛のために何を捨てる？ 荒井、江籠、北野、古畑、鎌田 

8 バラの果実 
古畑 / 谷 / 8 期生（石黒、井上、北川、倉島、坂本、佐藤、仲村、野村）

/ ドラフト 3 期生（ 中野、大谷） 

9 Ambulance 
古畑 / 7 期生（相川、浅井、太田、末永、髙畑）/ ドラフト 2 期生（上

村、菅原、水野） 

10 10 クローネとパン 松本 / 荒井、古畑 / 斉藤、福士 

１1 スクラップ＆ビルド 
古畑 / 9 期生（青海、赤堀、荒野、入内嶋、岡本、川嶋、鈴木愛、鈴木

恋、竹内、田辺、中坂、平野、藤本） 

１2 細雪リグレット 
2 期生（斉藤）/ 4 期生（都築）/ 5 期生（江籠、古畑）/ 6 期生（青

木、井田、鎌田、北野、熊崎、日高） 

１３ アンテナ 

青海、赤堀、荒野、石黒、大谷、北川、坂本、竹内、都築、仲村、野村 / 青

木詩、荒井、江籠、北野、鈴木愛、中野、日高、古畑、水野 / 相川、井田、

鎌田、熊崎、斉藤、菅原、鈴木恋、髙畑、谷、福士 

１４ シャララなカレンダー 
井上、大谷、上村、中坂、平野 / 入内嶋、太田、川嶋、中野、藤本、古畑 

/ 相川、浅井、倉島、佐藤、末永、田辺 

１５ 毒リンゴを食べさせて 
松本 / 岡本、古畑 / 10 期生（青木莉、石塚、伊藤、鬼頭、澤田、杉山、

西井、林）/ 11 期生（大村、篠原、杉本、原、森本、山村） 

１６ 毒蜘蛛 
松本 / 岡本、古畑 / 10 期生（青木莉、石塚、伊藤、鬼頭、澤田、杉山、

西井、林）/ 11 期生（大村、篠原、杉本、原、森本、山村） 

１７ 従順な Slave 古畑 / 高柳 

１８ I‘m sure. 古畑 / 高柳 

１９ #好きなんだ 古畑 / SKE48 Team E ALL 

２０ センチメンタルトレイン 古畑 / SKE48 Team S ALL 



２１ 蹴飛ばした後で口づけを SKE48 Team KⅡ ALL 

２２ 美しい稲妻 
都築、松本 / 青木詩、荒井、江籠、太田、北野、日高、古畑 / 井田、鎌

田、熊崎、斉藤、佐藤、谷、福士 

２３ 片想い Finally SKE48 ALL （11 期生除く） 

２４ 花火は終わらない SKE48 ALL （11 期生除く） 

２５ 言い訳 Maybe SKE48 ALL （11 期生除く） 

２６ 12 月のカンガルー SKE48 ALL （11 期生除く） 

２７ 僕の太陽 SKE48 ALL 

EN1 ひかりさす 古畑 

EN2 アイシテラブル！ SKE48 ALL 

EN3 To be continued. SKE48 ALL 

 

 

 

【須田亜香里 セットリスト】 

M タイトル メンバー 

１ 今の私じゃダメなんだ 須田 

 overture  

２ 恋を語る詩人になれなくて 
青海、井上、北川、坂本、野村 / 江籠、日高 / 浅井、鎌田、熊崎、佐藤、末永、菅

原、須田、髙畑、林 

３ SKE48 SKE48 ALL （11 期生除く） 

４ シアターの女神 SKE48 ALL  

５ オレトク SKE48 ALL 

６ ソーユートコあるよね？ SKE48 ALL 

７ 1994 年の雷鳴 荒井 / 鎌田、髙畑、福士、須田 

８ 雨のピアニスト 江籠、太田 / 須田 

９ キャンディー 井上、上村/須田 

１０ 女の子の第六感 都築、平野/浅井、井田 / 須田 

１１ 万華鏡 相川、熊崎、菅原、須田、田辺 

１２ 天使のしっぽ 都築 / 斉藤、須田 

１３ ここで一発 須田 

１４ 恋よりも Dream 須田、谷 

１５ 孤独なバレリーナ 須田 

１６ 総選挙曲メドレー  

16-A 抱きしめちゃいけない 
井上、上村、都築、松本 / 青木詩、太田、北野、水野 / 相川、浅井、鎌田、佐藤、末

永、須田、髙畑、福士 

16-B なんてボヘミアン 
井上、上村、都築、松本 / 青木詩、太田、北野、水野 / 相川、浅井、鎌田、佐藤、末

永、須田、髙畑、福士 

16-C 恋するフォーチュンクッキー SKE48 ALL （11 期生除く） 

16-D 心のプラカード SKE48 ALL （11 期生除く） 

16-E さよならサーフボード 
青海、赤堀、大谷、野村 / 青木莉、荒井、江籠、岡本、日高 / 井田、熊崎、倉島、斉

藤、菅原、須田、田辺 

16-F LOVE TRIP 
青海、赤堀、大谷、野村 / 青木莉、荒井、江籠、岡本、日高 / 井田、熊崎、倉島、斉

藤、菅原、須田、田辺 

16-G #好きなんだ SKE48 ALL （11 期生除く） 

16-H センチメンタルトレイン SKE48 ALL （11 期生除く） 

１７ １！２！３！４！ ヨロシク！ 荒野、石黒、北川、平野、松本 / 青木詩、北野、中野 / 浅井、鎌田、佐藤、菅原、須



田、髙畑、谷、福士 

１８ 少女は真夏に何をする？ 都築 / 荒井、岡本、日高 / 井田、熊崎、斉藤、須田 

１９ 拗ねながら、雨… 青海、井上、上村、野村 / 太田/相川、倉島、須田 

２０ 快速と動体視力 
赤堀、石黒、石塚、大谷、上村、坂本、杉山、竹内、仲村 / 青木莉、荒井、伊藤、入内

嶋、江籠、岡本、北野、中野、西井、藤本 / 須田 

２１ 好き 好き 好き 
大谷、鬼頭、杉山、中坂、仲村、平野 / 入内嶋、川嶋、鈴木愛、水野 / 澤田、末永、

鈴木恋、須田、田辺、林 

２２ キミが思ってるより… SKE48 ALL （11 期生除く） 

２３ 無意識の色 SKE48 ALL （11 期生除く） 

２４ パレオはエメラルド SKE48 ALL 

２５ キンモクセイ SKE48 ALL 

EN1 私の歩き方 須田 

EN2 前しか向かねぇ SKE48 ALL 

EN3 君のことが好きだもんで SKE48 ALL 

 

 
 

★SKE48 14th Anniversary Festival 2022 
 2022年 9 月 25 日（日） 開場 15:30 開演 17:00 

特設サイト：https://ske48.co.jp/feature/ske48_14th_Anniversary_Festival_2022 

 

★「SKE48 コンサートフォトブック」 
 2023年 1 月 7日（土）発売 
 https://ske48.co.jp/news/detail/42757 
 

 

―リリース情報― 

★SKE48 30th シングル 「絶対インスピレーション」 2022年 10 月 5日（水）発売 
https://SKE48.lnk.to/30th_single 
[Music Video] https://youtu.be/JoSjHx2qsbg 
表題曲「絶対インスピレーション」 歌唱メンバー 

Team S：青海ひな乃、井上瑠夏、北川愛乃、坂本真凛、野村実代 

Team KⅡ：青木莉樺、江籠裕奈、太田彩夏、日高優月 

Team E：浅井裕華、鎌田菜月、熊崎晴香、佐藤佳穂、末永桜花、  

菅原茉椰、須田亜香里、髙畑結希、林 美澪 

商品情報詳細はコチラ 

⇒ https://ske48.co.jp/news/detail/42295 
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