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演奏学科教授　竹内　雅一
１．研究活動
◎ソロ・アンサンブル・オーケストラ

名古屋フランス音楽研究会
第27回公演～大戦を生きた
作曲家たち～

2015．5．15 主催：名古屋フランス音
楽研究会
会場：電気文化会館ザ・
コンサートホール

田園のコンセール／H. トマジ

岩倉中学校音楽鑑賞会 2015．5．29 主催：岩倉市教育委員会
会場：同校体育館

ペール・ギュント第１組曲／E. グリーグ　
他

杜若高校第九演奏会 2015．9．30 主催：杜若高校
会場：豊田市コンサート
ホール

交響曲第９番／L. v. ベートーヴェン

岐阜県高等学校吹奏楽発表
会

2015．10．18 主催：岐阜県教育委員会
・岐阜県高等学校文化連
盟吹奏楽部会
会場：土岐市文化プラザ

オーディションのための６つの小品／J.-M. 
ドゥファイ　他

岐阜県高等学校吹奏楽発表
会

2015．11．8 主催：岐阜県教育委員会
・岐阜県高等学校文化連
盟吹奏楽部会
会場：羽島市文化セン
ター

超絶技巧練習曲第５番／阿部勇一　他



（8）

名古屋芸術大学研究紀要第38巻（2017）

慶南大学＆名古屋芸術大学
国際交流コンサート

2015．11．17 主催：名古屋芸術大学
会場：名古屋芸術大学音
楽学部３号館音楽講堂
ホール

五重奏曲 変ロ長調／N. リムスキー＝コルサ
コフ

巨匠たちと若き音楽家の夢
の饗宴　
工藤重典＆中沖玲子
パリからの贈り物 in あつた

2015．11．29 主催：名古屋市文化振興
事業団［熱田文化小劇
場］
会場：熱田文化小劇場

六重奏曲／F. プーランク

第23回若狭小浜第九演奏会 2015．12．13 主催：小浜第九実行委員
会・文芸おばま
会場：小浜市文化会館大
ホール

交響曲第９番／L. v. ベートーヴェン　他

デンバー大学ラモント校＆
名古屋芸術大学
国際交流コンサート

2016．2．25 主催：デンバー大学・名
古屋芸術大学
会場：NEWMAN 
CENTER

クラリネットとピアノのためのポエム／田中
範康 他

◎指揮

碧南市民吹奏楽団第36回定
期演奏会

2015．4．19 主催：碧南市民吹奏楽団
会場：碧南市文化会館ホ
ール

ノアの方舟／B. アッペルモント　他

The Nexus Clarinet 
Ensemble 第１回演奏会

2015．6．13 主催：The Nexus 
Clarinet Ensemble
会場：ドルチェ・アート
ホール名古屋

クラリネット協奏曲／G. ジェイコブ　他

名古屋芸術大学ウィンド
オーケストラ公開リハーサ
ル

2015．9．4 主催：飛騨市文化交流セ
ンター
会場：飛騨市文化交流セ
ンタースピリットガーデ
ンホール

ポンテ・ロマーノ／J. ヴァン デル ロースト　
他

飛彈高山文化芸術祭こだま
～れ2016　プレイベント
オープニングコンサート

2015．9．5 主催：飛彈高山文化芸術
祭実行委員会
会場：高山市民文化会館

グリムの童話の森／J. ヴァン デル ロースト　
他

はまオケファミリーコンサ
ート2015

2015．9．22 主催：浜松市民オーケス
トラ
会場：天竜壬生ホール

ラプソディ・イン・ブルー／G. ガーシュ
ウィン　他

岡崎ミュージッキング2015 2015．10．25 主催：岡崎シビックセン
ター
会場：コロネット

３つのクレズマーの小品／P. スパーク　他

第47回高山市民吹奏楽団定
期演奏会

2015．11．21 主催：高山市民吹奏楽団
会場：高山市民文化会館
大ホール

オセロ／A. リード　他

名古屋市消防音楽隊
第17回定期演奏会

2016．2．11 主催：名古屋市消防局
会場：日本特殊陶業市民
会館フォレストホール

カルメン組曲／G. ビゼー　他

飛騨・童話会議2016 2016．2．14 主催：飛騨・世界生活文
化センター活用推進協議
会・名古屋芸術大学
会場：飛騨・世界生活文
化センター

シングシングシング／L. プリマ　他
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◎審査

第１回管楽器ソロコンテス
トin東海2016

2015．4．12 主催：「管楽器ソロコン
テスト in 東海」実行委
員会
会場：名古屋芸術大学３
号館ホール

岐阜国際音楽祭コンクール
予選

2015．5．2 主催：岐阜国際音楽祭実
行委員会
会場：瑞穂市民センター

岐阜国際音楽祭コンクール
本選

2015．5．3 主催：岐阜国際音楽祭実
行委員会
会場：じゅうろくプラザ

第16回大阪国際音楽コンク
ール
愛知地区本選

2015．8．9 主催：大阪国際音楽振興
会
会場：名古屋芸術大学３
号館ホール

第58回中部日本吹奏楽コン
クール
富山県大会

2015．8．1・2 主催：中部日本吹奏楽連
盟富山県支部・富山県学
校吹奏楽連盟・中日新聞
社・北陸中日新聞
会場：砺波市文化会館

愛知県吹奏楽コンクール
中学校B編成の部

2015．8．6 主催：愛知県吹奏楽連盟
・朝日新聞社・愛知県小
中学校吹奏楽連盟
会場：豊田市文化会館

愛知県吹奏楽コンクール
中学校A編成の部

2015．8．7・8 主催：愛知県吹奏楽連盟
・朝日新聞社・愛知県小
中学校吹奏楽教育研究会
会場：豊田市文化会館

第９回横浜国際音楽コン
クール
名古屋予選

2015．8．11 主催：横浜国際音楽コン
クール実行委員会
会場：瑞穂文化小劇場

日本クラシック音楽コン
クール

2015．8．15 主催：日本クラシック音
楽協会
会場：中村文化小劇場

中善ミュージック＆アート
スクール発表会
コンテスト部門

2015．10．4 主催：中善楽器
会場：碧南市芸術文化
ホール　エメラルドホー
ル

第48回岐阜県アンサンブル
コンテスト
飛騨地区大会

2015．12．20 主催：岐阜県吹奏楽連盟
・岐阜県高等学校文化連
盟吹奏楽部会・朝日新聞
社・中日新聞社
会場：飛騨・世界生活文
化センター

平成27年度　愛知県アンサ
ンブルコンテスト
東尾張地区大会　中学校の
部

2015．12．25 主催：愛知県吹奏楽連盟
・愛知県小中学校吹奏楽
教育研究会・朝日新聞社
会場：東郷町民会館ホール
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第36回丹南地区吹奏楽アン
サンブルコンテスト

2016．1．16・17 主催：丹南地区吹奏楽連
盟・福井県吹奏楽連盟・
福井県高等学校文化連盟
吹奏楽部会・福井県中学
校教育研究会音楽部会・
福井県小学校教育研究
会・音楽部会
会場：越前市いまだて芸
術館多目的ホール

第28回中部日本個人・重奏
コンテスト
愛知県西尾張地区大会

2016．2．7 主催：中部日本吹奏楽連
盟愛知県西尾張支部・中
日新聞社
会場：一宮市民会館ホー
ル

第２回管楽器ソロコンテス
トin東海2016

2016．3．28・29 主催：「管楽器ソロコン
テスト in 東海」実行委
員会
会場：金城学院大学

◎録音

NAXOS CD録音スーパー
バイザー

2015．6．8～11 企画：NAXOS・Eddy 
Vanoosthuyse
会場：碧南市芸術文化ホ
ール　エメラルドホール

２．教育活動（教育実践上の主な業績） 大学院授業担当　■有　□無

３．学会等および社会における主な活動


