


名古屋市内小学校 移動

音楽銭賞教室

2012  5  11

2012  6  5

2012  6  29

会場 :名古屋市立名東小

学校 体育館

会場 :名古屋市立植田小

学校 体育館

会場 :名古屋市立滝ノ水

小学校 体育館

主催 :名古屋フイルハー

モニー交響楽団

・杉本竜一作曲「ビリーブ」を管弦楽に編曲。

指揮 :角 田鋼亮 (5 11、 6 5)、 吉田行地 (6

29)

演奏 :名古屋フィルハーモニー交響楽国

・川ド願賢太郎の海の日ファ

ミリー・コンサート

2012  7  16 会場 :愛知県立芸術劇場

コンサートホール

主催 :名古屋フイルハー

モニー交響楽団

・海の日メドレー「うみJ、 「かもめの水兵さ

ん」、「浜辺の歌」、「われは海の子」を管弦楽

に編曲。指揮 :)II瀬賢太郎、

演奏 :名古屋フィルハーモニー交響楽団

東京文化会館モーニング

コンサート

2012  7  25 会場 :東 京文化会館小

ホール

主催 :東京文化会館

,自 作品、組曲「森の画集」より

「森の竪琴」、「海上の森」を演奏。アル ト

フルート:吉 岡次郎、ハープ :操 美穂子

・平成24年度 心に残る記

念事業

「中学生のためのコンサー

トJ

2012  8  21

～ 23

会場 :豊 田市コンサー ト

ホール

・村井邦彦作山「翼をくださいJを管弦楽に

編山。

指揮 :青島広志、演奏 :名 古屋 フイルハーモ

ニー管弦楽団

。SOUND EXPERIMENT
2012

2012  9  1

2

2012  9  8

9

会場 :豊 田市藤沢アー ト

ハウス

主催 :愛知県立芸術大学

自作品、「Imagined Scenery2」

―映像と8チ ャンネル音響作品の展示、演奏。

・プレミアムトーク &コ ン

サート

～山と音楽の夕べ～

2012  9  4

2012  9  12

19

会場 :NHK名 古屋放送局

主催 :NHK名 古屋放送局

NHK名古屋の番組「FM
トワイライト」で放送

・R ロジャース作曲「エーデルワイス」、「全

ての山にアュくれ」を弦楽合奏とフルー トのアン

サンブルに編曲。出演 :千住明、演奏 :セ ント

ラル愛知交響楽団ピックアップ メンバー、

バイオリ独奏 :崎山弥生

・操 美穂子 ハープ・リサ

イタル

2012  9  13 会場 :サ ルビアホール

(横浜市絡見区)

自作品、ハープとフルートのための組曲「ォ木本

の画集」に 2曲 の委 P,同作品「秋陽」、「冬芽」

を加えて全 6曲の組曲として発表。

演奏 :ア ル ト フルー ト:吉 岡次郎、ハープ :

操 美穂子

連合愛知コンサー ト 名

フィルと共に

2012  9  22 会場 :愛 知県芸術劇場コ

ンサー トホール

主催 :連合愛知

・ハーライン作曲「星に願いを」を管弦楽に

編曲。

指揮 :橋 直村、演奏 :名 古屋 フイルハーモ

ニー交響楽団

。「夢いっぱいの特等席」

福祉 コンサー ト _名 古屋

公演

2012  9  25 会場 :名古屋国際会議場

センチュリーホール

―東三河公演 2012  9  26 会場 :ラ イフポー トとよ

はしコンサー トホール

主催 :名 古屋フィルハー

モニー交響楽団

‐刈谷公演 2012  10  2 会場 :メ U谷市総合文化セ

ンター大ホール

・ハーライン作曲「星に願いを」を管弦楽に

編曲。

指揮 :田 中祐子、演奏 :名古屋

フイルハーモニー交響楽団

(33)



名古屋芸術大学研究紀要 35巻 (2014)

Harvey ThompsOn Live 2012  10  12 会場 」azz spot SWING

(名古屋、新栄)

。ジヤズシンガー、Harvey ThonlpsOnの

ピアノ伴奏を努める。

ジャズのスタンダード・ナンバー 17曲 を演奏。

VocaLHarvey ThOmpsOn、 Piano岩 本  渡、

Drums倉 田大輔、Bass鳥 田 剛

・亀井美智代 アンサンブ

ルコンサート

2012  10  13 会場 :タロ多市勤労文化会

館 (愛知県知多市)

主催 :知多市教育委員会

。自作品、組曲「森の画集」より

「海上の森」を演奏。

フルート,杉浦 隆、ピアノ :木須康一

StudioヽI Concert 2012 2012  10  21 会場 &ud10 M

(名古屋市東区徳川町)

。自作品、組曲「森の画集」より「森の竪琴 J、

「晩秋のヴェール」、「海上の森」、「木霊の踊り」

を演奏。ピアノ:森本恵美子、ビオラ:吉田浩

司

・～美しきタベ ドビュッ

シー生誕 150年 によせて～

2012  11  29 会場 :宗次ホール

(名古屋、栄)

。自作品、組曲「森の画集」より「木霊の踊り」

を演奏。

フルート:橋本岳人、ビォラ :吉

田浩司、ハープ :オ申谷知佐子

,第 34回 豊田少年少女合

唱固 定期演奏会

2012  12  23 会場 :豊 田市民文化会館

大ホール

主催 :豊 田少年少女合唱

団

`映画「天使にラブソングを」から

10曲 を少年少女合唱回のために編曲。

指揮 :永 ひるこ、ピアノ :

掛川速平、打楽器 :野 々垣行恵

合唱 :豊 田少年少女合唱団

・第 39回 お昼の名曲コン

サー ト

～クリスマス・ジャズ コ

ンサー ト～

2012  12  25 会場 :豊 田市コンサー ト

ホール

主催 :豊田市文化振興財

団

ジヤズシンガー、Hervey ThonlpsOnの

ピアノ伴奏を努める。

クリスマスにちなんだジャズ・ナンバーを 8

曲演奏。

Vocal:Halvey Thompson、

Pianα 岩本 渡、Drums倉 田大輔、

Bass島田 剛

・映画「さよならドビュッ

シーJ試写会

2013  1  11 会場 :愛 知県産業労働セ

ンター ウインクあいち

主催イさよならドビュッ

シー」実行委員会

後援 :名古屋芸術大学

,試写会において、ドビュッシー作曲「月の光」

をピアノ五重奏に

編山。ピアノ :1青塚信也、

弦楽四重奏 :村越久美子、ほか

名古屋芸術大学卒業生

・宗次ホール「ランチタイ

ム名曲コンサートV01710」

2013  2  15 会場 :宗次ホール

(名古屋、栄)

主催 :宗 次ホール

・自作品、「Interplay」 for Flute and Piano

を演奏。

フルート:吉 岡次郎、ピアノ :丹 千尋

,第 120回 ダーレム音楽の

夕べ

～日本 (名古屋)の現代音

楽～

2013  2  27 会場 :ベ ルリン日独セン

タ ー

タ ー

主催 :ベルリン日独セン

。自作品、「Interpiay」 for Flute and Piano

を演奏。

フルート:マーテイン・グリュック

ピアノ :池谷順子
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