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芸術学部芸術学科音楽領域

竹内 雅一

氏名

教育活動

職名

教授

[学部]
弦管打奏法研究，音楽表現実技，合奏，室内楽，室内楽基礎
[大学院]
管楽器演奏研究，器楽演奏特殊研究

学位

芸術学士（1979年 名古屋芸術大学）

学歴

昭和54年3月 名古屋芸術大学音楽学部器楽科卒業
昭和60年4月 ベルギー・アントワープ王立音楽院に留学(昭和61年3月まで）

職歴

昭和56年4月
昭和57年4月
昭和63年4月
平成7年 4月
平成17年4月
平成29年4月

名古屋芸術大学音楽学部演奏学科 副手（昭和57年3月まで）
名古屋芸術大学音楽学部演奏学科 助手（昭和63年3月まで）
名古屋芸術大学音楽学部演奏学科 講師（平成7年3月まで）
名古屋芸術大学音楽学部演奏学科 助教授（平成17年3月まで）
名古屋芸術大学音楽学部演奏学科 教授（平成29年3月まで）
名古屋芸術大学芸術学部芸術学科音楽領域 教授（現在に至る）

専門分野

西洋クラシック音楽（クラリネット・室内楽・吹奏楽・管弦楽）

研究課題

古典から現代までのクラリネットを含む室内楽曲（ブラームス／五重奏曲、フランセ／五重奏曲、スウェ
ルツ／五重奏曲等）について。
クラシック音楽と日本舞踊（カルミナ・ブラーナと花柳琴臣氏）など、ジャンルを超えた芸術作品の融合
について。
［演奏会］
・ベートーヴェン／交響曲第3番「英雄」 他
第91回定期演奏会 主催：セントラル愛知交響楽団(平成20年5月)
・モーツァルト／ホルン協奏曲第3番
第92回定期演奏会 主催：セントラル愛知交響楽団(平成20年5月)
・ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 他
コンチェルトシリーズNo.29 主催：セントラル愛知交響楽団(平成20年7月)
・ラフマニノフ／交響曲第2番 他
第93回定期演奏会 主催：セントラル愛知交響楽団(平成20年7月)
・バルトーク／コントラスツ
第3回国際交流教員コンサート 名古屋芸術大学音楽学部＆リスト音楽院
主催：名古屋芸術大学音楽学部(平成20年8月)
・ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲第1番 他
五嶋 龍ヴァイオリンコンサート2008
主催：メ～テレ・イープラス・オフィスGOTO(平成20年8月)
・マーラー／交響曲第4番 他
第94回定期演奏会 主催：セントラル愛知交響楽団(平成20年9月)
・ベートーヴェン／交響曲第7番より 他
生で聴く「のだめカンタービレ」の音楽会
主催：雲南市・株式会社キラキラ雲南(平成20年9月)
・ガーシュウィン／ラプソディ イン ブルー 他
桜丘高等学校音楽科創立45周年記念 第45回定期演奏会
主催：桜丘高等学校音楽科楽友会(平成20年9月)
・ベートーヴェン／交響曲第5番「運命」より 他
春日井ロータリークラブ創立40周年記念公演
主催：春日井ロータリークラブ(平成20年10月)
・ムソルグスキー（ラヴェル編曲）／「展覧会の絵」より 他
本物の舞台芸術体験事業 主催：文化庁(平成20年10月)
・サン＝サーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ 他
秋のリラクゼーション演奏会 主催：愛知県教育組合(平成20年10月)

・シューマン／交響曲第3番「ライン」 他
第95回定期演奏会 主催：セントラル愛知交響楽団(平成20年11月)
・チャイコフスキー／「眠れる森の美女」
松岡伶子バレエ団「眠れる森の美女」 主催：松岡伶子バレエ団(平成20年11月)
・ベートーヴェン／交響曲第9番 他
四日市市制111周年記念＆第九演奏会 主催：四日市の第九実行委員会(平成20年12月)
・グリンカ／「ルスランとリュドミラ序曲」 他
特別演奏会 ズーラシアンブラスがやってきた
主催：セントラル愛知交響楽団(平成21年1月)
・シベリウス／交響曲第2番 他
第96回定期演奏会 主催：セントラル愛知交響楽団(平成21年1月)
・ハチャトゥリアン／バレエ音楽「スパルタクス」より 他
陸上自衛隊第10音楽隊創立50周年記念 第33回定期演奏会
主催：陸上自衛隊(平成21年1月)
・広瀬勇人／戦士たちへの賛歌 他
名古屋市消防音楽隊発足50周年記念 第10回定期演奏会
主催：名古屋市消防局・（財）名古屋市防災管理公社(平成21年2月)
・福田昌範／3つの小品 他
BUFFET CRAMPON PRESENTS めいげいくらかるてっと
主催：ﾋﾞｭｯﾌｪ･ｸﾗﾝﾎﾟﾝ株式会社(平成21年3月)
・カーチス／クレズマーウェディング 他
斐太高等学校吹奏楽部 第26回定期演奏会
主催：斐太高等学校吹奏楽部(平成21年3月)
・チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲ニ短調op.35 他
宗次エンジェルヴァイオリンコンクール 主催：宗次ホール(平成21年4月)
・リード／エル・カミーノ・レアル 他
碧南市民吹奏楽団 第30回定期演奏会 主催：碧南市民吹奏楽団(平成21年4月)
・千住 明／黄金の海 他
和楽器三大貴公子が贈るオーケストラコンチェルト
主催：名古屋市文化振興事業団(平成21年5月)
・ラヴェル／ピアノ協奏曲ト長調 他
岐阜国際音楽フェスティバルコンサート 主催：グループ岐阜(平成21年5月)
・ドヴォルザーク／交響曲第9番「新世界より」より第4楽章 他
浜松市民オーケストラサマーコンサート2009 やさしいクラシックコンサート in 天竜
主催：浜松市民オーケストラ(平成21年7月)
・ラフマニノフ／パガニーニの主題による狂詩曲op.43 他
コンチェルトシリーズNo.30 主催：セントラル愛知交響楽団(平成21年7月)
・マスカーニ／歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲 他
マジカルオーケストラで大騒ぎ 主催：音楽工房(平成21年8月)
・希望 他
Mindless John Trio Mini Concert 主催：ビュッフェ・クランポン株式会社(平成21年9月)
・木下正道／「問いと炎」声明とオーケストラのための
第101回定期演奏会 主催：セントラル愛知交響楽団(平成21年9月)
・シャブリエ／狂詩曲「スペイン」 他
第102回定期演奏会 主催：セントラル愛知交響楽団(平成21年11月)
・チャイコフスキー／「くるみ割り人形」
東京バレエ団名古屋公演 主催：中京テレビ事業(平成21年11月)
・モーツァルト／レクイエムニ短調K.626 他
豊橋合唱協会第40回「合唱祭」記念 モーツァルト特別演奏会
主催：豊橋合唱協会(平成21年12月)

・田中範康／詩曲Ⅱ-クラリネットとピアノのための- 他
CONCERT DE MIDI ET DEMI 主催：エコール・ノルマル音楽院(平成21年12月)
・ショスタコーヴィチ／交響曲第10番変ホ短調op.93 他
第103回定期演奏会 主催：セントラル愛知交響楽団(平成22年1月)
・リード／クラリネットと吹奏楽のためのセレナーデ
斐太高等学校吹奏楽部 第27回定期演奏会 主催：斐太高等学校吹奏楽部(平成22年3月)
・広瀬勇人／キャプテン・マルコ 他
碧南市民吹奏楽団 第31回定期演奏会 主催:碧南市民吹奏楽団(平成22年4月)
・シューマン／交響曲第1番 他
愛知学院大学管弦楽団 第5回スプリングコンサート 主催:愛知学院大楽管弦楽団(平成22年5月)
・ヴァイネル／ハンガリー舞曲 他
慶南大学校＆名古屋芸術大学 国際交流教授演奏会 主催：慶南大学(平成2年5月)
・井上堯之／希望 他
南小樽病院MINDLESS JOHN TRIOコンサート 主催：南小樽病院(平成22年6月)
・王 建民／第三二胡狂想曲 他
上海万博愛の和諧を世界に 平和友好二胡音楽会 主催:チャン・ビン二胡演奏団(平成22年8月)
・ボロディン／交響曲第2番 他
愛知学院大学管弦楽団 第57回定期演奏会 主催:愛知学院大学管弦楽団(平成22年9月)
・スパーク／ウィークエンド イン ニューヨーク 他
デンバー・ムニシパルバンド＆高山市民吹奏楽団ジョイントコンサート
主催:高山市デンバー市姉妹都市提携50周年記念事業実行委員会(平成22年11月)
・田中範康／クラリネット、ピアノ＆エレクトロニクスのための〈Sparkling in the Space〉
現音・特別音楽展2010『協創』～新しい音楽のカタチ～フュージョンフェスタⅡ
主催：日本現代音楽協会(平成23年1月)
・広瀬勇人／行進曲「明日に向かって」 他
名古屋市消防音楽隊 第12回定期演奏会 主催:名古屋市消防局(平成23年2月)
・飛騨童話会議2011 Good Morning Star Prince！～星の王子様によろしく！～
主催：飛騨・世界生活文化センター(平成23年2月)
・ベルギー・ゲント王立音楽院
クラリネット マスタークラス(平成23年3月)
・ベルギー・アントワープ王立音楽院
クラリネット マスタークラス(平成23年3月)
・スパーク／クラリネット協奏曲
諫早商業高等学校 第30回記念定期演奏会 主催：諫早商業高等学校(平成23年3月)
・ストラヴィンスキー／兵士の物語より
慶南大学＆名古屋芸術大学 国際交流教員コンサート 主催：名古屋芸術大学(平成23年6月)
・スパーク／ウィンークエンド イン ニューヨーク 他
済州島バンドフェスティバル 主催：済州島バンドフェスティバル実行委員会(平成23年8月)
・チャイコフスキー／1812 他
浜松市民オーケストラサマーコンサート2011 主催：浜松市民オーケストラ(平成23年9月)
・コープランド／クラリネット協奏曲
岡崎市立城北中学校50周年記念 第49回文化祭 主催：岡崎市立城北中学校(平成23年10月)
・ハチャトゥリアン／クラリネット、ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲
教員による室内楽コンサート～客員教授ベンジオン・シャミール氏とともに～
主催：名古屋芸術大学(平成23年11月)
・アッペルモント／サガ・キャンディダ 他
高山市民吹奏楽団 第43回定期演奏会 主催：高山市民吹奏楽団(平成23年11月)
・飛騨童話会議Ⅱ 星の王子さまをさがして!
主催：飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会(平成23年12月)

・田中範康／相克の時
アントワープ王立音楽院国際交流コンサート(平成24年1月)
・田中範康／相克の時
レメンス音楽院国際交流コンサート(平成24年1月)
・フランセ／ピアノ六重奏曲「恋人たちの黄昏時」
名古屋フランス音楽研究会 第23回公演 主催：名古屋フランス音楽研究会(平成24年2月)
・広瀬 勇人／明日に向かって 他
名古屋市消防音楽隊 第13回定期演奏会 主催：名古屋市消防局(平成24年2月)
・ヴァン デル ロースト／アルセナール 他
岡崎ミュージッキング2012 主催：岡崎市シビックセンター指定管理者(平成24年3月)
・オッフェンバック／喜歌劇「天国と地獄」より序曲 他
オーケストラの日 主催：名古屋市文化振興事業団・セントラル愛知交響楽団(平成24年3月)
・チャイコフスキー／序曲「1812年」 他
碧南市民吹奏楽団35周年記念 第33回定期演奏会 主催：碧南市民吹奏楽団(平成24年4月)
・チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第1番 他
第80回日本音楽コンクール受賞記念演奏会
主催：毎日新聞社・名古屋音楽学校・セントラル愛知交響楽団(平成24年4月)
・田中範康／相克の時
パリ･エコール・ノルマル音楽院＆名古屋芸術大学 交流作品演奏会
主催：名古屋芸術大学(平成24年5月)
・スパーク／クラリネット協奏曲
金沢吹奏楽団創立50周年記念 第41回定期演奏会 主催：金沢吹奏楽団(平成24年6月)
・王建民／第一二胡狂想曲 他
日中国交正常化40周年記念 江蘇省友好演奏会（中国公演） 主催：張濱二胡演奏団(平成24年7
月)
・八木澤教司／「ザ・ウェスト・シンフォニー」より第一楽章：草原の蒼き狼 他
2012年NHK名古屋児童劇団公演 主催：NHK名古屋児童劇団(平成24年8月)
・ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 他
岡崎音楽家協会設立25周年記念 第25回定期演奏会
主催：岡崎音楽家協会(平成24年11月)
・グリンカ／悲愴三重奏曲 他
慶南大学校＆名古屋芸術大学 国際交流教員コンサート
主催：慶南大学校(平成24年11月)
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・ムソルグスキー／展覧会の絵 他
高山市民吹奏楽団 第44回定期演奏会 主催：高山市民吹奏楽団(平成24年11月)
・ドビュッシー／小組曲
名古屋フランス音楽研究会 第24回公演 ドビュッシーの夕べ
主催：名古屋フランス音楽研究会(平成24年11月)
・田中範康／Twilight
パリ･エコール・ノルマル音楽院＆名古屋芸術大学 交流作品演奏会
主催：エコール・ノルマル(平成24年12月)
・広瀬勇人／明日に向かって 他
名古屋市消防音楽隊・リリーエンゼルス 第14回定期演奏会
主催：名古屋市消防局(平成25年2月)
・飛騨童話会議Ⅱ ロビン・グッドフェローの冒険
主催：飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会(平成25年2月)
・ヘス／イーストコーストの風景 他
碧南市民吹奏楽団 第34回定期演奏会 主催：碧南市民吹奏楽団(平成25年4月)
・プーランク／付随音楽「城への招待」クラリネット、ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲
名古屋フランス音楽研究会 第25回公演 プーランクの夕べ
主催：名古屋フランス音楽研究会(平成25年6月)

・ハチャトゥリアン／ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための三重奏曲
アフタヌーンコンサート～音楽で感じる韓流の香り～
主催：名古屋芸術大学(平成25年7月)
・ホルスト／惑星より「木星」 他
浜松市民オーケストラ 七夕コンサート 主催：浜松市民オーケストラ(平成25年7月)
・ベートーヴェン／交響曲第9番ニ短調作品125「合唱」
第31回岡崎第九演奏会 主催：岡崎文化協会・岡崎「第九」をうたう会(平成25年9月)
・あいちトリエンナーレ2013 祝祭ウィーク事業 ショービジネスに乾杯!!(平成25年10月)
・ガーシュウィン／ラプソディ・イン・ブルー 他
高山市民吹奏楽団 第45回定期演奏会 主催：高山市民吹奏楽団(平成25年11月)
・ヒンデミット／クラリネット五重奏曲 他
竹内雅一クラリネットリサイタル 自主公演(平成26年1月)
・飛騨童話会議Ⅱ 童話の森の探偵団
主催：文化庁・岐阜県(平成26年2月)
・シュトラウス／喜歌劇「こうもり」より序曲 他
名古屋市消防音楽隊・リリーエンゼルス 第15回定期演奏会
主催：名古屋市消防局(平成26年2月)
・スウェルツ／クラリネット五重奏曲
春の宵こんさーと クラリネット五重奏の夕べ
主催：春の宵こんさーと実行委員会(平成26年3月)
・ブラームス／クラリネット五重奏曲 他
竹内雅一クラリネットリサイタル 主催：文化庁・岐阜県(平成26年3月)
・ジェイガー／シンフォニア・ノビリッシマ 他
碧南市民吹奏楽団 第35回定期演奏会 主催：碧南市民吹奏楽団(平成26年4月)
・R. シュトラウス／クラリネット，ファゴットのための二重小協奏曲ヘ長調
ウクライナ・チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団演奏会
主催：ウクライナ州立チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団(平成26年5月)
・ブラームス／クラリネット三重奏曲
慶南大学校＆名古屋芸術大学 国際交流教授音楽会
主催：慶南大学校(平成26年6月)
・ラヴェル／ボレロ 他
名古屋演奏家育成会 第20回＆10周年記念フェスティバル
主催：名古屋演奏会育成塾実行委員会(平成26年9月)
・ヴァン デル ロースト／4つの古い舞曲 他
常滑市制60周年記念 吹奏楽クリニック
主催：常滑市・常滑市教育委員会(平成26年9月)
・王 建民／第一二胡狂詩曲 他
チャン・ビン二胡音楽会 2014名古屋公演 主催：チャン・ビン二胡演奏団(平成26年10月)
・バーンズ／パガニーニの主題による幻想変奏曲 他
高山市民吹奏楽団 第46回定期演奏会 主催：高山市民吹奏楽団(平成26年11月)
・飛騨童話会議2014 星の王子様によろしく！
主催：文化庁・岐阜県(平成26年12月)
・ベールマン／クラリネット五重奏曲
高山市合併10年記念式典 主催：高山市(平成27年2月)
・ヴァン デル ロースト／モンタニャールの詩 他
雲南ウィンドオーケストラ バンドクリニック 主催：雲南市(平成27年2月)
・ヴァン デル ロースト／スパルタクス 他
雲南ウィンドオーケストラコンサート 主催：雲南市(平成27年2月)
・アッペルモント／ノアの方舟 他
碧南市民吹奏楽団 第36回定期演奏会 主催：碧南市民吹奏楽団(平成27年4月)

・トマジ／田園のコンセール
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
主催：名古屋フランス音楽研究会(平成27年5月)
・ジェイコブ／クラリネット協奏曲 他
The Nexus Clarinet Ensemble 第1回演奏会
主催：The Nexus Clarinet Ensemble(平成27年6月)
・NAXOS CD録音スーパーバイザー
企画：NAXOS・Eddy Vanoosthuyse(平成27年6月)
・ヴァン デル ロースト／グリムの童話の森 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
主催：飛彈高山文化芸術祭実行委員会(平成27年9月)
・田中範康／クラリネットとピアノのためのポエム 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
主催：デンバー大学・名古屋芸術大学(平成27年9月)
・ベートーヴェン／交響曲第9番
杜若高校第九演奏会 主催：杜若高校(平成27年9月)
・ドゥファイ／オーディションのための6つの小品 他
岐阜県高等学校吹奏楽発表会
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(平成27年10月)
・阿部勇一／超絶技巧練習曲第5番 他
岐阜県高等学校吹奏楽発表会
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(平成27年11月)
・リムスキー＝コルサコフ／五重奏曲変ロ長調
慶南大学＆名古屋芸術大学 国際交流コンサート
主催：名古屋芸術大学(平成27年11月)
・リード／オセロ 他
高山市民吹奏楽団 第47回定期演奏会 主催：高山市民吹奏楽団(平成27年11月)
・プーランク／六重奏曲
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
主催：名古屋市文化振興事業団[熱田文化小劇場](平成27年11月)
・ベートーヴェン／交響曲第9番 他
第23回若狭小浜第九演奏会 主催：小浜第九実行委員会・文芸おばま(平成27年12月)
・ビゼー／カルメン組曲 他
名古屋市消防音楽隊 第17回定期演奏会 主催：名古屋市消防局(平成28年2月)
・田中範康／Poem-クラリネットとピアノのためのパリ エコール・ノルマル音楽院＆名古屋芸術大学 交歓演奏会
主催：名古屋芸術大学(平成28年4月)
・西三河地区吹奏楽講習会 主催：愛知県吹奏楽連盟(平成28年5月)
・ダンディ／シャンソンとダンス
名古屋フランス音楽研究会 第28回公演 主催：名古屋フランス音楽研究会(平成28年5月)
・技術講習会 主催：飛騨吹奏楽研究会 (平成28年5月)
・セイバー／クラリネット小協奏曲
ウクライナ・チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団演奏会
主催：ウクライナ州立チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団(平成28年6月)
・アッペルモント／サガ・キャンディダ～魔女狩りの7つの印象～ 他
碧南市民吹奏楽団 第37回定期演奏会 主催：碧南市民吹奏楽団(平成28年6月)
・ヴァン デル ロースト／ES WAR EINMAL…
第2回飛騨高山文化芸術祭こだま～れ2016「ES WAR EINMAL...（むかしむかし...）」
主催：飛騨高山文化芸術祭実行委員会(平成28年9月)
・あいちトリエンナーレ2016 ショービジネスに乾杯!2016(平成28年10月)
・ニーヴ／Les derniers jours Rhapsody 他
日本・ベルギー友好150周年記念 ベルギー文化の祭典
主催：公益財団法人フランダースセンター(平成28年10月)

・プーランク／クラリネットソナタ
音楽とともに語られる宮沢賢治
主催：名古屋市文化振興事業団・中村文化小劇場(平成28年10月)
・マロイ／クラリネットとエレクトロニクスのための天空の息吹
デンバー大学ラモント音楽院・名古屋芸術大学音楽学部交流演奏会
主催：名古屋芸術大学(平成28年11月)
・チャイコフスキー／1812年 他
高山市民吹奏楽団 第48回定期演奏会 主催：高山市民吹奏楽団(平成28年11月)
・ワーグナー／楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第1幕への前奏曲 他
岡崎市制100周年記念祝祭演奏会
主催：岡崎市教育委員会・100周年記念祝祭演奏会実行委員会(平成28年12月)
・ミルッチオ／ラプソディ 他
竹内雅一 60th Anniversary Concert 主催：竹内雅一教授還暦記念会(平成29年]3月)
・ストラヴィンスキー／火の鳥 他
碧南市民吹奏楽団 第38回定期演奏会 主催：碧南市民吹奏楽団(平成29年4月)
・西三河地区吹奏楽講習会

主催：愛知県吹奏楽連盟(平成29年5月)

・第48回 日本吹奏楽指導者クリニック 主催：日本バンドクリニック委員会(平成29年5月)
・飯田市技術講習会(平成29年5月)
・技術講習会 主催：飛騨吹奏楽研究会(平成29年6月)
・ラヴェル／マ・メール・ロワ
名古屋フランス音楽研究会 第29回公演 主催：名古屋フランス音楽研究会(平成29年6月)
・松阪市初心者講習会 (平成29年6月)
・ヴィヴァルディ／協奏曲 イ短調 他
Let's コンチェルト 主催：岡崎音楽家協会(平成29年6月)
・ヴァン デル ロースト／グロリオーゾ 他
名古屋芸術大学ウィンドオーケストラコンサート
主催：名古屋芸術大学・飛騨・世界生活文化センター(平成29年9月)
・ライネッケ／フルート協奏曲 他
岡崎音楽家協会 第30回定期演奏会
主催：岡崎音楽家協会(平成29年10月)
・R. シュトラウス／クラリネット、ファゴットのための二重小協奏曲ヘ長調
名古屋芸術大学オーケストラ 第35回定期演奏会 主催：名古屋芸術大学(平成29年11月)
・スパーク／カラー・シンフォニー 他
高山市民吹奏楽団 第49回定期演奏会 主催：高山市民吹奏楽団(平成29年11月)
・ベートーヴェン／交響曲第9番ニ短調作品125「合唱」 他
第25回若狭小浜 第九演奏会 主催：小浜第九実行委員会・文芸おばま(平成29年12月)
・サン＝サーンス／動物の謝肉祭
名古屋フランス音楽研究会 第30回公演 主催：名古屋フランス音楽研究会(平成29年12月)
・オッフェンバック／天国と地獄 他
名古屋市消防音楽隊 第19回定期演奏会 主催：名古屋市消防局(平成30年2月)
・飛騨童話会議Ⅱ
主催：飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会(平成30年2月)
・セイバー／クラリネット小協奏曲
ウクライナ・チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団演奏会
主催：ウクライナ州立チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団(平成30年2月)
・フリューリング／クラリネット三重奏曲 他
慶南大学校＆名古屋芸術大学 国際交流教員コンサート 主催：慶南大学校(平成30年3月)
所属学会
団体等

クラリネット協会・名古屋理事長／高山市民吹奏楽団音楽監督
岡崎音楽家協会／名古屋フランス音楽研究会
日本室内楽アカデミー／株式会社ビュッフェ・クランポン・ジャパン特別嘱託講師
［審査員］
第20回管楽器個人・重奏コンテスト 本大会
主催：中部日本吹奏楽連盟・中日新聞社(平成20年4月）

第9回大阪国際音楽コンクール 愛知地区本選
主催：大阪国際音楽振興会（平成20年7月）
第49回静岡県吹奏楽コンクール 高等学校の部
主催：静岡県吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成20年8月）
第51回中部日本吹奏楽コンクール 本大会
主催：中部日本吹奏楽連盟・中日新聞社（平成20年10月）
第46回福井県高等学校芸術祭
主催：福井県高等学校文化連盟・吹奏楽部会・マーチングバンド・バトントワーリング部会
（平成20年11月）
第21回愛知県高等学校総合文化祭 吹奏楽専門部大会
主催：愛知県高等学校文化連盟（平成20年12月）
第11回大阪国際音楽コンクール 愛知地区本選
主催：大阪国際音楽振興会（平成21年7月）
第3回横浜国際音楽コンクール 地方予選
主催：横浜国際音楽コンクール実行委員会（平成21年8月）
第52回中部日本吹奏楽コンクール 本大会
主催：中部日本吹奏楽連盟・中日新聞社（平成21年10月）
岐阜国際音楽祭ｺコンクール 本選
主催:岐阜国際音楽祭実行委員会（平成22年5月）
第11回大阪国際コンクール 愛知地区本選
主催:大阪国際音楽振興会大阪国際音楽コンクール実行委員会（平成22年7月）
第4回横浜国際音楽コンクール 名古屋予選
主催:横浜国際音楽コンクール実行委員会（平成22年8月）
第53回中部日本吹奏楽コンクール 本大会 高等学校小編成・大編成の部
主催:中部日本吹奏楽連盟（平成22年10月）
第60回東濃地区高等学校連合音楽会
主催:岐阜県高等学校文化連盟東濃地区高等学校音楽連盟（平成22年12月）
第44回静岡県管打楽器アンサンブルコンテスト 東部地区大会 高等学校の部
主催:静岡県高等学校吹奏楽連盟東部支部（平成23年1月）
2011岐阜国際音楽祭コンクール 本選
主催：岐阜国際音楽祭実行委員会（平成23年5月）
第12回大阪国際音楽コンクール 愛知地区本選
主催：大阪国際音楽振興会（平成23年7月）
第54回中部日本吹奏楽コンクール 本大会
主催：中部日本吹奏楽連盟・中日新聞社（平成23年10月）
第21回日本クラシック音楽コンクール
主催：一般社団法人日本クラシック音楽協会（平成23年10月）
愛知県アンサンブルコンテスト 東三河地区大会 高等学校の部
主催：（社）全日本吹奏楽連盟東海支部・愛知県吹奏楽連盟・
愛知県高等学校吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成23年12月）
第24回管楽器個人・重奏コンテスト 本大会
主催：中部日本吹奏楽連盟・中日新聞社（平成24年3月）
岐阜国際音楽祭コンクール
主催：岐阜国際音楽祭実行委員会（平成24年5月）
大阪国際音楽コンクール 愛知地区本選
主催：大阪国際音楽振興会大阪国際音楽コンクール実行委員会（平成24年7月）
第53回静岡県吹奏楽コンクール 高等学校の部
主催：静岡県高等学校吹奏楽連盟 東部支部・中部支部・西部支部（平成24年8月）

第50回岐阜県吹奏楽コンクール岐阜県大会 高等学校B・C編成の部
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
（平成24年8月）
第22回日本クラシック音楽コンクール 愛知予選
主催：日本クラシック音楽協会（平成24年8月）
平成24年度愛知県アンサンブルコンテスト 名古屋地区大会 高等学校の部
主催：愛知県高等学校吹奏楽連盟名古屋支部（平成24年12月）
第14回大阪国際音楽コンクール 愛知地区本選
主催：大阪国際音楽振興会（平成25年7月）
第7回横浜国際音楽コンクール 名古屋予選
主催:横浜国際音楽コンクール実行委員会（平成25年8月）
第14回大阪国際音楽コンクール FINAL STAGE
主催：大阪国際音楽振興会（平成25年10月）
第51回岐阜県高等学校総合文化祭
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（平成25年10月）
社会的活動

第26回全日本マーチングコンテスト
主催：全日本吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成25年11月）
第26回愛知県高等学校総合文化祭 吹奏楽専門部県大会
主催：愛知県高等学校文化連盟（平成25年12月）
日本演奏連盟 新進演奏家育成プロジェクト オーケストラ・シリーズ オーディション
主催：日本演奏連盟（平成25年12月）
平成25年度愛知県アンサンブルコンテスト 西三河北地区大会 高等学校の部
主催：全日本吹奏楽連盟東海支部愛知県吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成26年1月）
岐阜国際音楽祭コンクール本選
主催：岐阜国際音楽祭実行委員会（平成26年4月）
第46回福井県吹奏楽コンクールA部門
主催：福井県吹奏楽連盟・中部日本吹奏楽連盟福井市部・福井県中学校教育研究会音楽部会（平成
26年7月）
第46回福井県吹奏楽コンクールB部門
主催：福井県吹奏楽連盟・中部日本吹奏楽連盟福井市部・福井県中学校教育研究会音楽部会（平成
26年7月）
第15回大阪国際音楽コンクール 愛知地区本選
主催：大阪国際音楽振興会（平成26年8月）
第8回横浜国際音楽コンクール 名古屋予選
主催：横浜国際音楽ｺﾝｸｰﾙ実行委員会（平成26年8月）
日本クラシック音楽コンクール
主催：日本クラシック音楽協会（平成26年8月）
第1回管楽器ソロコンテストin東海2016
主催：「管楽器ソロコンテスト in 東海」実行委員会（平成27年4月）
岐阜国際音楽祭コンクール 本選
主催：岐阜国際音楽祭実行委員会（平成27年5月）
第58回中部日本吹奏楽コンクール 富山県大会
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（平成27
年8月）
第16回大阪国際音楽コンクール 愛知地区本選
主催：大阪国際音楽振興会（平成27年8月）
第9回横浜国際音楽コンクール 名古屋予選
主催：横浜国際音楽コンクール実行委員会（平成27年8月）
日本クラシック音楽コンクール
主催：日本クラシック音楽協会（平成27年8月）
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
主催：中善楽器（平成27年10月）

第2回管楽器ソロコンテストin東海2016
主催：「管楽器ソロコンテスト in 東海」実行委員会（平成28年3月）
岐阜国際音楽祭コンクール本選
主催：岐阜国際音楽祭実行委員会（平成28年5月）
大阪国際音楽コンクール 愛知地区本選
主催：大阪国際音楽振興会（平成28年7月）
愛知県吹奏楽コンクール 高校の部 県大会
主催：愛知県吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成28年8月）
横浜国際音楽コンクール
主催：横浜国際音楽ｺﾝｸｰﾙ実行委員会（平成28年8月）
日本演奏連盟 新進演奏家育成プロジェクト オーケストラ・シリーズ オーディション
主催：日本演奏連盟（平成28年11月）
第3回管楽器ソロコンテストin東海2017
主催：「管楽器ソロコンテスト in 東海」実行委員会（平成29年3月）
岐阜県吹奏楽コンクール 飛騨地区大会
主催：岐阜県吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成29年7月）
大阪国際音楽コンクール 愛知地区本選
主催：大阪国際音楽振興会（平成29年7月）
愛知県吹奏楽コンクール 中学校の部 県大会
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（平成29年8月）
全日本吹奏楽コンクール 高校の部
主催：（社）全日本吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成29年10月）
岐阜県アンサンブルコンテスト 飛騨地区大会
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（平成29年
12月）
愛知県アンサンブルコンテスト 東三河地区大会 高校の部
主催：愛知県吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成30年1月）
愛知県アンサンブルコンテスト 西三河南地区大会 高等学校の部
主催：全日本吹奏楽連盟東海支部愛知県吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成30年1月）
愛知県アンサンブルコンテスト 一般の部
主催：全日本吹奏楽連盟東海支部愛知県吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成30年1月）
福井県吹奏楽アンサンブルコンテスト
主催：福井県吹奏楽連盟・朝日新聞社（平成30年1月）
第2回日本バスクラリネットコンクール
主催：日本バスクラリネットコンクール審査委員会（平成30年3月）
その他

