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音楽学部
演奏学科教授　古谷　誠一
1．研究活動

a　演奏会・展覧会・競技
会等の名称・著書・論文・
作品等の名称（項目ごと
に記入する）

b　発表または
発行の年月日

c　演奏会・展覧会の会
場・主催等または論文
等の発行所・発表雑誌
等の名称

d　発表・展示・作品等の内容等・論文概要等 
（共著の場合のみ編者・著者名を記入）

セントラル愛知交響楽団
「まるごと　しらかわの日」

2010．4．3 しらかわホール モーツァルト・ピアノ協奏曲 23 番
ベートーヴェン・ピアノ協奏曲 5 番「皇帝」   

セントラル愛知交響楽団
五条川小学校　音楽教室

2010．5．12 岩倉市立五条川小学校 カバレフスキー・道化師
モーツァルト・フィガロの結婚序曲　
プッチーニ・ジャンニスキッキより
ヴェルディ・乾杯の歌

セントラル愛知交響楽団
土岐市　音楽教室

2010．5．17 土岐市立立泉小学校 モーツァルト・フィガロの結婚序曲
ビゼー・「アルルの女」から
ケテルビー・ペルシャの市場
ブラームス・ハンガリアンダンス

セントラル愛知交響楽団
曽野小学校　音楽教室

2010．6．12 岩倉市立曽野小学校 モーツァルト・アイネクライネ
ベートーヴェン・「運命」
ビゼー・カルメンから「ハバネラ」他

日野市民オーケストラ第 29
回定期演奏会

2010．6．13 日野市民会館　大ホール スメタナ・わが祖国から「高い城」「モルダウ」
「ボヘミアの森と草原から」
ベートーヴェン・交響曲 7 番

立川管弦楽団　第 58 回定
期演奏会

2010．7．11 立川市民会館　大ホール ドヴォルザーク・ワンダ序曲
スラトラヴィンスキー・火の鳥（1919 年版）
ラフマニノフ・交響曲 2 番

名古屋芸術大学　特別演奏
会　コンチェルトの夕べ

2010．7．15 しらかわホール ラロ・チェロ協奏曲
モーツァルト・ピアノ協奏曲 23 番
サンサーンス・ピアノ協奏曲 2 番
ショパン・ピアノ協奏曲 2 番

可児交響楽団　第 6 回定期
演奏会

2010．8．1 可児市文化創倉センター
主劇場

「宇宙のホール」

シベリウス・フィンランディア
ビゼー：アルルの女　第 2 組曲
ベートーヴェン・交響曲　7 番

セントラル愛知交響楽団
幸田高校　音楽教室

2010．9．15 孝田町　さくら文化ホー
ル

ベートーヴェン・交響曲 8 番
R. シュトラウス・ホルン協奏曲
ビゼー・アルルの女
ブラームス・ハンガリアンダンス 5 番

セントラル愛知交響楽団
愛知工業高校創立　110 周
年記念演奏会

2010．10．1 名古屋市公会堂 エルガー・威風堂々
ドヴォルザーク・交響曲 9 番
ガーシュイン・ラプソディー・イン・ブルー

あいち　トリエンナーレ　
2010

（セントラル愛知交響楽団
名古屋三曲会　他）

2010．10．17 愛知県芸術劇場コンサー
トホール

ダンウォーカー・アフターマス
ベートーヴェン・交響曲 9 番から
日本民謡メドレー

名古屋芸術大学オーケスト
ラ
第 28 回定期演奏会

2010．10．28 愛知県芸術劇場コンサー
トホール

チャイコフスキー・イタリア奇想曲
ベートーヴェン・交響曲 9 番「合唱付」
ソリスト（松波千津子 ,　谷田育代 ,　山田正
丈 ,　澤脇達晴）
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岐阜県文化祭　飛騨美濃三
曲会　15 周年記念演奏会

2010．10．30 岐阜サラマンカホール 宮城道雄・春の海
武野晴久・山と水と武野晴久・古城幻想
藤掛広幸・山河緑照
尺八　（山本真山　加藤条山　岩田恭彦）

岐阜県文化祭　飛騨美濃三
曲会　15 周年記念演奏会

2010．11．13 下呂交流会館　泉ホール 同上

セントラル愛知交響楽団
東海中学校　音楽教室

2010．11．22 東海市立　東海中学校 ビゼー・カルメン組曲
ブラームス・ハンガリアンダンス　1・6 番
ツェラー・「小鳥売り」から
ベートーヴェン・交響曲 5 番

立川管弦楽団　第 59 回定
期演奏会

2010．11．28 立川市民会館　大ホール シューマン・マンフレッド序曲
チャイコフスキー・イタリア奇想曲
ブラームス・交響曲 1 番

名古屋開府 400 年記念
セントラル愛知 POS コン
サート

2010．12．5 中京大学文化市民会館　
オーロラホール

ビートルズメドレー
カム　トゥゲザー イエスタディ
オブラディ、オブラダ　ヘイ　ジュード　
ゲットバック アンド アイ　ラブ ハー　他
うた、　松崎　しげる

第 5 回　北名古屋市民芸術
劇場

2010．12．18 名古屋芸術大学　3 号館
ホール

モーツァルト・ピアノ協奏曲　23 番
サラサーテ・チゴイネルワイゼン
サンサーンス・ピアノ協奏曲　2 番　他

半田市民管弦楽団　第 24
回定期演奏会

2010．12．19 半田市福祉文化会館（雁
宿ホール）

ボロディン・イーゴリ公 序曲
グノー・ファウストから　バレー音楽
ブラームス・交響曲　4 番

立川高校「玲瓏の水」音楽
祭

2011．1．16 立川市民会館　大ホール 日本の明治～大正～昭和の文部省唱歌
映画音楽　メドレー
演出　：牛山　剛
ソロ　：秋山　恵美子　服部　洋一

名古屋芸術大学オペラ研究
所第 7 回演奏会

2011．2．5 中電ホール ヴェルディ・ドニゼッティ
他のオペラ アリア　助言、指導、監督

佐世保市民管弦楽団　第 58
回定期演奏会

2011．2．20 アルカス佐世保　大ホー
ル

J. シュトラウス・こうもり序曲
ベートーヴェン・ピアノ協奏曲　5 番「皇帝」
ベートーヴェン・交響曲　6 番
ソロ・　本山　乃弘

北名古屋シティ管弦楽団第
10 回定期演奏会

2011．3．6 しらかわホール リハール・「金と銀」序曲
チャイコフスキー・「くるみ割り」序曲
ブラームス・交響曲 2 番

セントラル愛知交響楽団
「オーケストラの日」コン
サート

2011．3．23 熱田文化小劇場 ベートーヴェン・交響曲 1 番 5 番 7 番

名古屋芸術大学オーケスト
ラワークショップ演奏会

2011．3．27 大学ホール シベリウス・フィンランディア
ベートーヴェン・交響曲 5 番モーツァルト・
ヴァイオリン協奏曲 5 番

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
h　学会等の名称 i　活動期間 j　活動概要その他

名古屋芸術祭賞選考委員 2010．9 ～ 2011．2


