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1.研究活動

◎指揮

主催 :碧南市民吹奏楽団

会場 :碧 南市文イヒ会館

ホール

」ヴァンデル ロースト/
スラヴイア 他

碧 南 市 民 吹 奏 楽 団

第 32回定期演奏会

2011  4  17

済

'11島

バンドフェステイバ

ル

2011  8  12

^ヤ 18

主催 :済州島バンドフェ

ステイバル実行委員会

会 場 :Je」 u Cu■ ure&
Art Center

スパーク/
ウイークエンドインニューヨーク 他

2011  9  11 主催 :浜松市民オーケス

トラ

会場 :浜松市教育文化会

館はまホール

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

2011  11  26 主催 :高山市民吹奏楽団

会場 :高山市民文化会館

大ホール

Bア ッペルモント/
サガ・キャンデイダ 他

第 43回 高山市民吹奏楽団

定期演奏会

飛騨童話会議Ⅱ

星の王子さまをさがして I

2011  12  11 主 1樫 : 飛 唇辛・ 世 界

生 活 文 化 セ ン タ ー

活 用 推 進 協 議 会

会場 :飛騨・世界生活文

化センターコンベンショ

ンホール

オリジナルミュージカル作品

名古屋市消防音楽隊

第 13回定期演奏会

2012  2  11 主催 :名 古屋市消防局

会場 :中 京大学文化市民

会館オーロラホール

広rR 勇人/明 日に向かって

岡崎ミュージッキング2012 2012  3  11 主催 :岡 崎市シビックセ

ンター指定管理者

会場 :岡崎市シビックセ

ンターコンサートホール

Jヴ ァンデル ロースト/
アルセナール 他

◎ソロ・アンサンブル

ワンコインコンサー トv01

7

2011  4  22 主催 :ワ ンコインコン

サート実行委員会

会場 ,岡 崎市シビックセ

ンター

Mカ ーティス/
クレズマー・ウェデイング 他

慶南大学&名古屋芸術大学

国際交流教員コンサート

2011  6  23 主催 :名古屋芸術大学

会場 :名古屋芸術大学 3

号館ホール

Iス トラヴインスキー/
兵士の物語より

2011  6  26 主催 :日 韓音楽コンサー

ト実行委員会

会場 :飛騨 。世界生活文

化センター

Iス トラヴインスキー/
兵士の物語より

日韓音楽コンサート

主催

校

会場

岡崎市立城北中学

同校体育館

A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

2011  10  29
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名古屋芸術大学研究紀要 34巻 (2013)

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～

2011  11  15 主催 :名古屋芸術大学

会場 :名 古屋芸術大学 3

号館ホール

シュライナー/イ ンマークライナー

国際交流コンサート 2012  1  10 アントワープ王立音楽院 田中範康/オロ克の時

国際交流コンサー ト 2012  1  12 レメンス音楽院 田中範康/相克の時

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

名古屋フランス音楽研究会

第23回 公演

2012  2  1 」フランセ/ピ アノ六重奏曲「恋人たちの黄

昏時」

◎オーケストラ

オーケストラの日 2012  3  31 主催 :名古屋市文化振興

事業国・セントラル愛知

交響楽団

オッフェンバック/
喜歌劇「天国と地獄」より序曲 他

◎審査員

2011岐阜国際音楽祭コン

クール

<予選>

2011  5  1 主催 :岐阜国際音楽祭実

行委員会

会場 :大垣女子短期大学

2011岐阜国際音楽祭コン

クール

<本選>

2011  5  3 主催 :岐阜国際音楽祭実

行委員会

会場 :岐阜市文化セン

ター月ヽ劇場

第43回 福井県吹奏楽コン

クール

兼第54回 中部日本吹奏楽

コンクール福井県予選

2011  7  16

～ 17

主催 :福井県吹奏楽連盟・

中部日本吹奏楽連盟福井

市都・福井県中学校教育

研究会音楽部会・福井県

高等学校文化連盟吹奏楽

部会 ,(社)福井県文イヒ

協議会

会場 :福井県立音楽堂

「ハーモニーホールふく

い」大ホール

愛知家吹奏楽コンクール東

三河地区大会

2011  7  24 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

会場 :帝郡市民会館

2011  7  31 主催 :大阪国際音楽振興

会場 :め いおんホール

第 12回大阪国際音楽コン

クール

～愛知地区本選～

愛知県吹奏楽コンクール 2011  8  4～ 5 主催 :(社)全 日本吹奏

楽連盟東海支部・愛知県

吹奏楽連盟・愛知県小中

学校吹奏楽教育研究会・

朝日新聞社

会場 :豊田市民文化会館
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第54回中部日本吹奏楽コ

ンクール

2011  10  8

～ 10

主催 :中部日本吹奏楽連

盟・中日新聞社

会場 :羽島文化センター

スカイホール

2011  10  28 主催 :一般社団法人日本

クランック音楽協会

会場 :中村文化小劇場

第21回 日本クラシック昔

楽コンクール

第 44回岐阜県アンサンブ

ルコンテス ト

ブ`、騨地区大会

2011  12  23 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

2011  12  24 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

,レ

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>

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>

2011  12  25 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

会場 :豊川市文化会館大

ホール

愛知県アンサンブルコンテ

ス ト

中学校の部 西三河地区大

会

2011  12  27 主催 :(社)全日本吹奏

楽連盟東海支部・愛知県

吹奏楽連盟・愛知県小中

学校吹奏楽教育研究会・

朝日新聞社

会場 :幸田町民会館さく

らホール

2012  1  22 主催 :中部日本吹奏楽連

盟 。中日新聞社

会場 :幸田町民会館さく

らホール

平成 23年度管楽器個人

重奏コンテスト

愛知県大会 (一般の部)

第 24回 管楽器個人 ,重奏

コンテスト

本大会

2012  3  28

-ヤ 29

主催 :中 部日本吹奏楽連

盟 中日新聞社

豊田市民会館 1/1ヽ
。大ホー

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

授業科目

◆前期  □後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

楽器の発達と音楽史を関連づけ、楽しく

学べるようにした。

3.学会等および社会における主な活動

(9)


