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名古屋芸術大学研究紀要第39巻（2018）

教授　鷹野　雅史

著書，学術論文等の名称
単著，
共著の
別

発行又は発表
の年月

発行所，発表雑誌等又は
発表学会等の名称

概　　　　　要

jet東山堂支部20周年記念
コンサート

2016．10．30 主催　東山堂
場所　盛岡市民文化ホール
（マリオス小ホール）

ゲスト演奏
ヘドウィグのテーマ～映画『ハリー・ポッ
ター』／『パイレーツ・オブ・カリビアン』メ
ドレー／HAPPY／「ソナチネ」より／荘厳
序曲「1812年」／ラデッキー行進曲／翼を下
さい

エキコン　ヤマハ Music 
Station

2016．10．13 主催　YMRJ大阪なんば店
場所　JR大阪駅

サンダーバード／ラプソディー・イン・ブ
ルー／ボヘミアン・ラプソディー／花は咲く
／スターウォーズ
花のワルツ／生まれてはじめて／フレンド・
ライク・ミー／大序曲『1812年』／威風堂々

『屏東兄弟』 2016．11．19 場所　エレクトーンシティ
渋谷

キルビルのテーマ／生まれてはじめて／ハ
リー・ポッター／フィールド・ヴュー／ソナ
チネより／結／賽馬／曼荼羅～熊野古道紀行
／威風堂々　第１番／スターウォーズ／セサ
ミストリート／アイアイ
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芸術学部 芸術学科 音楽領域

エレクトーンコンサート 2016．11．23 場所　都久志会館ホール オープニングDuo：キルビルのテーマ／ヘド
ウィグのテーマ～映画『ハリー・ポッター』
／生まれてはじめて～映画『アナと雪の女
王』／Field View／Sonatine En Sol ～1er. 
movement／結～you～／『威風堂々』第１
番／勇気100％／エンディングDuo：Sesame 
Street／ENC：アイアイ（Duo）

プレイオンパッション
鷹野雅史

2016．11．27 場所　桜井市民会館ホール キルビルのテーマ／ハリー・ポッター／生ま
れてはじめて／曼荼羅／ソナチネ　第１楽章
／1812年／ハレルヤ／セサミストリート／ア
イアイ

X’masコンサート 2016．12．10 主催　YMRJ高崎店
場所　高崎少年科学館プラ
ネタリウム

星に願いを／ラプソディー・イン・ブルー
（G. ガーシュイン）／ボヘミアン・ラプソ
ディー／†結 ～YOU～（M. タカノ）／ア
ダージェット（G. マーラー）／ボレロ（M. 
ラヴェル）／ヘドウィグのテーマ～映画『ハ
リー・ポッター』／†スター・ウォーズ・メ
ドレー／ソナチネ ト長調（M. タカノ）第１
楽章／生まれてはじめて～映画『アナと雪の
女王』／クリスマス・メドレー／†戦場のメ
リー・クリスマス／ハレルヤ・コーラス（G. 
ヘンデル）

第49回京浜リビングコン
サート

2016．12．11 主催　京浜楽器
場所　京浜楽器百合が丘店
４階ホール

スターウォーズ／ハリーポッター／ゴースト
バスターズ／パリのアメリカ人／パリのあや
つり人形／戦メリ／X’masメドレー／もろびと
こぞりて／happy／ソナチネより／荘厳序曲

『1812年』／『威風堂々』第１番／ハレルヤ

エレクトーンスーパーライ
ヴJoy2TheWorld（窪田宏
/yaSya/太田美香　他）

2016．12．18 主催　松栄堂楽器
場所　長良川国際会議場ホ
ール

ザ・キャット／フィールド・ヴュー／ソナチ
ネ／賽馬／曼荼羅～熊野古道紀行／ザ・チキ
ン／セサミ・ストリート

プレイオンパッション鷹野
雅史

2016．12．23 主催　新響楽器
場所　新響楽器西宮北口
オーパスホール

スターウォーズ／ハリーポッター／ゴースト
バスターズ／パリのアメリカ人／パリのあや
つり人形／ウィンターワンダーランド／戦場
のメリークリスマス／X’masメドレー／もろ
びとこぞりて／happy／ソナチネより／荘厳
序曲『1812年』／『威風堂々』第１番／ハレ
ルヤ

YM千葉　jet 新年総会ゲス
ト演奏

2017．2．3 主催　YM千葉
場所　幕張グリーンタワー

スターウォーズ／ゴーストバスターズ／君の
名は。／ハッピー／1812年／威風堂々／ラ
デッキー行進曲

指導者懇親会レクチャー&
コンサート

2017．2．10
・16

主催　松栄楽器
場所　名古屋東急REIホテ
ル

９日：システム講師
16日：個人指導者
ハレルヤ／ラプソディインブルー／チェロ
キー／結／ソナチネより／君の名は。（野田
洋二郎）／1812年
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オルガンフェスティバル
2017ゲスト演奏

2017．2．12 主催　名古屋芸術大学
場所　名古屋芸術大学・大
アンサンブル室

スターウォーズ／ゴーストバスターズ／君の
名は。（野田洋二郎）／ハッピー／1812年／
ラデッキー行進曲

プレイオンパッション
鷹野雅史

2017．2．18 主催　エルム楽器室蘭
場所　エルム楽器室蘭、
ホール

スターウォーズ／ヘドウィグのテーマ～／映
画『ハリー・ポッター』／ゴーストバスター
ズ／ラプソディー・イン・ブルー／チェロ
キー／忍たまフーガ／オペラ座の怪人／サン
ダーバード／生まれてはじめて～映画『アナ
と雪の女王』／『ソナチネ ト長調』より／
４つの主題歌～映画『君の名は。』／HAPPY
／荘厳序曲『1812年』より／『威風堂々』第
１番／アンコール：スペイン→ラデッキー行
進曲

Complete Hour 2017．3．5 主催　三木楽器
場所　サンケイブリーゼ

FIELD-VIEW／ソナチネより／『1812年』
大序曲／『威風堂々』第１番

プレイオンパッション
鷹野雅史
http://www.hamayadk.
co.jp/1265.html

2017．3．12 主催　ハマヤホール
場所　ハマヤホール

スターウォーズ／ハリー・ポッター／ゴース
トバスターズ／パリのアメリカ人／結／『ソ
ナチネ ト長調』より／曼荼羅／サンダー
バード／生まれてはじめて ～ 『アナと雪の
女王』／四つの主題歌 ～ 『君の名は』／ハッ
ピー／荘厳序曲「1812年」／「威風堂々」第
１番／ビバルディの四季より「春」／ラデッ
キー行進曲

エレクトーンコンサート
Electone Concert
Max TAKANO

2017．3．15 主催　ドバイ（UAE）
場所　ドバイ・ウィンチェ
スター・スクール（200）

スターウォーズ／ハリーポッター／ゴースト
バスターズ／アラジン／生まれてはじめて／
オペラ座の怪人／威風堂々／アンコール：戦
場のメリークリスマス

エレクトーンコンサート
Electone Concert
Max TAKANO

2017．3．17 場所　ドーハ（カタール）　
インターコンチネンタルホ
テル・ボールルーム（60）

花のワルツ／ティコティコ／スターウォーズ
／ハリーポッター／オペラ座の怪人／星に願
いを／生まれてはじめて／アラジン／ライオ
ンキング／アンコール：小さな世界、戦場の
メリークリスマス

熊本ライヴ@レストラン
（w/窪田宏）

2017．3．26 場所　熊本県立劇場レスト
ラン『七彩』

■Aプロ　30分
　 フィールドヴュー 1′20″／ラプソディーイ

ン ブ ル ー 8′30″ ／ ボ ヘ ミ ア ン ラ プ ソ
ディー 6′00″／君の名は。6′20″／スター
ウォーズ 6′20″

■Bプロ　40分
　 フィールドヴュー 1′20″／ラプソディーイ

ン ブ ル ー 8′30″ ／ ボ ヘ ミ ア ン ラ プ ソ
ディー 6′00″／結 4′00″／ソナチネより 3′40
″／君の名は。6′20″／スターウォーズ 6′20″
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鷹野雅史エレクトーン・コ
ンサート

2017．4．2 主催　厚木楽器
場所　厚木楽器・友の会
ホール

FIELD-VIEW／ラプソディ・イン・ブルー
／フーガ『勇気100％』／ゴーストバスター
ズ／小さな世界／パイレーツ・オブ・カリビ
アン／スターウォーズ

（休憩）
ヴィヴァルディの『春』／四つの主題歌～映
画『君の名は。』／happy／荘厳序曲『1812年』
／アンコール：行進曲『威風堂々』第１番

ELECTONE STAGEA 
SPECIAL LIVE
窪田宏/鷹野雅史

2017．4．9 主催　スガナミ明石
場所　明石生涯学習セン
ター・子午線ホール

第１部　窪田宏氏ステージ
　最後『ロードスター』に参加
第２部　鷹野雅史ステージ
　 スターウォーズ／ハリー・ポッター／ゴー

ストバスターズ／四つの主題歌～『君の名
は』／LaLaランド／荘厳序曲『1812年』

Duo　ザ・チキン

2017年度jet名古屋店支部・
新年総会ゲスト

2017．4．13 場所　伏見ヤマハホール スターウォーズ／ハリー・ポッター／ゴース
トバスターズ／君の名は。／LaLaランド／
1812年／アンコール：ハレルヤコーラス

大森楽器jetミュージック
フェスティバル
ゲスト演奏

2017．4．16 主催　大森楽器
場所　江南市民文化会館　
小ホール

20世紀FOXファンファーレ～スターウォー
ズ／ゴーストバスターズ／君の名は。／
LaLaランド／威風堂々

エキコン　ヤマハ Music 
Station

2017．4．27 主催　MRJ大阪なんば店
場所　大阪駅

１回目 18：00～　２回目 19：00～
（各30～40分程度）
■1st
　 サンダーバード／ラプソディー・イン・ブ

ルー／ボヘミアン・ラプソディー／花は咲
く／スターウォーズ

■2nd
　 花のワルツ／生まれてはじめて／フレン

ド・ライク・ミー／大序曲『1812年』／威
風堂々

曲集公開講座 2017．5．29 主催　富岡本店
場所　同店ホ=ル

曲集講座
サンダーバードのマーチ／スターウォーズ・
メドレー／結／マーラーのアダージェット／
威風堂々　第１番
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ヤマハエレクトーン・スペ
シャルライブ

2017．6．7 主催　YMRJ
場所　栄オアシス21銀河の
広場

Field view／ラプソディーインブルー／ボヘ
ミアン・ラプソディー／チェロキー／士官候
補生／ハッピー／『威風堂々』第１番／20世
紀FOXファンファーレ　スターウォーズ／
ゴーストバスターズ／君の名は。／ゴジラの
テーマ/悲劇～シンゴジラ／LaLaランド／美
女と野獣／パイレーツオブカリビアン
http://www.sakaepark.co.jp/m/event/news.
php?id=1108&day=20170607

PLAY ON PASSION 2017 2017．6．18 主催　YMRJ
場所　名古屋・伏見ヤマハ
ホール

キルビルのテーマ／君の名は。／LaLaラン
ド／シンゴジラ／禁じられた遊び/カヴァ
ティナ／パイレーツオブカリビアン／威風
堂々／セサミストリート

LIVE @ MIKI 2017．6．25 主催　三木楽器
場所　三木楽器

20世紀FOXファンファーレ（アルフレッド・
ニューマン）／スターウォーズ／ヘドウィグ
のテーマ～『ハリー・ポッター』／ゴースト
バスターズ／カヴァティナ（スタンリー・マ
イヤーズ）／パイレーツ・オブ・カリビアン

［1.ヨーホー、2.ブラックパール号、3.黄金のメダ

ル、4.決闘、5.彼こそが海賊、6.上が下、下が上、

7.クラーケン］／君の名は。（野田洋二郎）
［1.デート、2.夢灯籠、3.前々前世、4.スパークル、

5.何でもないや］／シン・ゴジラ［1.ゴジラの

テーマ（伊福部昭）、2.Who Knows（鷲巣詩郎）］

／LaLaランド（ジャスティン・ハーウィッ
ツ）［1.ミアとセバスチャンのテーマ、2.アナ

ザー・ディ・オブ・サン、3.サムワン・イン・ザ・

クラウド、4.シティ・オブ・スターズ、5.オーディ

ション、6.エピローグ］／happy／映画のクラ
シック名曲［1.ツァラトゥストラはかく語りき、

2.モーツァルトの交響曲#25、3.魔法使いの弟子、

4.ワルキューレの騎行、5.弦楽のためのアダー

ジョ］／荘厳序曲『1812年』／アンコール：
『威風堂々』第１番


