
教 育 研 究 業 績 

学部：芸術学部   学科：芸術学科      

領域：音楽領域      

氏 名 依田 嘉明 職 名 教授 

教育活動 

[学部] 

弦管打奏法研究Ⅲ・Ⅳ、合奏Ⅲ・Ⅳ、Ⅰ-１・Ⅰ-２、室内楽Ⅲ・Ⅳ、Ⅰ-１・Ⅰ-

２，音楽表現実技Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 副科実技Ａ－１・Ａ－２、Ｂ－１・Ｂ－２、器

楽基礎研究１・２ 器楽応用研究１・２、室内楽基礎１・２、器楽合奏Ⅰ・Ⅱ" 

   

学 位 
芸術学士（武蔵野音楽大学） 

芸術学修士（武蔵野音楽大学）"    

学 歴 

昭和 63 年３月 武蔵野音楽大学音楽学部器楽学科ファゴット専攻 卒業 

昭和 63 年 4 月 武蔵野音楽大学大学院音楽研究科器楽専攻修士課程 入学 

平成 2 年 3月  武蔵野音楽大学大学院音楽研究科器楽専攻修士課程 修了 

平成 2 年 8月  Sweelinck Conservatorium Amusterdam 入学 

平成 4 年 8月  Sweelinck Conservatorium Amusterdam 卒業"  

  

職 歴 

セントラル愛知交響楽団ファゴット奏者（平成１４年３月まで） 

名古屋芸術大学音楽学部演奏学科弦管打コース 専任講師（平成２１年３月まで） 

名古屋芸術大学音楽学部演奏学科弦管打コース 准教授（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 ファゴット奏法    

研究課題 
ファゴット奏法に関する研究 

ファゴットリードに関する研究"    

教育研究業績 

「平成２０年度本物の舞台芸術体験事業」 サラサーテ：チゴイネルワイセン 他  

主催：文化庁（平成 20年 2月）    

 

「親子ふれあい鑑賞会２００８アンサンブル金沢ファミリーコンサート」  

シュトラウスⅡ：エジプト行進曲 他 主催：アンサンブル金沢(平成 20年 3月) 

 

「第２回伊福部昭音楽祭」伊福部昭：土俗的三連画 他 主催：伊福部昭音楽祭実

行委員会(平成 20 年 3 月）     

 

「第７６回日本音楽コンクール受賞記念演奏会」 サン＝サーンス：ヴァイオリン

協奏曲第３番 他 主催：名古屋音楽学校 (平成 20年 3 月)    

 



「茂木大輔の生で聴くのだめカンタービレの音楽会＜桃ヶ丘編＞」 ラヴェル：ピ

アノ協奏曲 他 主催：中部フィルハーモニー交響楽団（平成 20年 4 月） 

 

「セントラル愛知交響楽団第９１回定期演奏会」ブラームス：大学祝典序曲 他 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 20 年 5月）    

 

「セントラル愛知交響楽団第９２回定期演奏会」 ハイドン：交響曲第９６番 他 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 20 年 6月）    

「セントラル愛知交響楽団第９３回定期演奏会」 ラフマニノフ：交響曲第２番 

他 主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 20年 7月）    

 

「セントラル愛知交響楽団第９４回定期演奏会」 マーラー：交響曲第４番 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 20 年 8月）    

 

「大作曲家の影に隠れた作曲家たち No2」 リスト：交響詩「前奏曲」他 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 20 年 10月） 

    

「セントラル愛知交響楽団第９５回定期演奏会」モーツァルト：ピアノ協奏曲第２

１番 他 主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 20年 11 月）  

  

「アンサンブル金沢特別演奏会」メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」他 

主催：アンサンブル金沢 （平成 20年 12月）    

 

「セントラル愛知交響楽団第９５回定期演奏会」シベリウス：交響曲第２番 他 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 21 年 1月）   

 

「宗次エンジェルヴァイオリンコンクール」チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏

曲 他 主催：宗次ホール （平成 21 年 4月）    

 

「オーケストラアンサンブル金沢アジア音楽祭」ハイドン：交響曲９４番 他 

主催：アンサンブル金沢 （平成 21年 10月）"    

 

「セントラル愛知交響楽団第１０２回定期演奏会」ドビュッシー：交響詩「海」他 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 21 年 11月）    

 

「平成２１年度本物の舞台芸術体験事業」J.シュトラウス：常動曲 他  

主催：文化庁（平成 21年 11 月、12月）    

 

「セントラル愛知交響楽団パレア若狭公演」ベートーヴェン：交響曲第７番 他 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 21 年 12月）    

 



「東邦ガス名フィルコンサート in 桑名」モーツァルト：ピアノ協奏曲第２３番 他 

主催：東邦ガス」（平成 22 年 1月）    

 

「セントラル愛知交響楽団第１０３回定期演奏会」ショスタコーヴィッチ：交響曲

第１０番 他 主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 22 年１1）  

  

「セントラル愛知交響楽団第１０４回定期演奏会」ショスタコーヴィッチ：交響曲

第９番 他 主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 22年 3 月）  

  

「セントラル愛知交響楽団まるごとしらかわの日」ビゼー：「カルメン」より 他 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 22 年 4月）    

 

「クララ・シューマンをとりまく音楽家たち」ブラームス：交響曲第１番 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成２２年５月）    

 

「セントラル愛知交響楽団第１０７回定期演奏会」ストラヴィンスキー：「ペトル

ーシュカ」1947 年版 主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 22年 7 月） 

   

「平成２２年度子供のための優れた舞台芸術体験事業」ドヴォルザーク：交響曲第

９番「新世界」より他  主催：文化庁 （平成 22年 11 月・12月）  

  

「中部フィルハーモニー交響楽団八雲町特別公演」ベートーヴェン：交響曲第７番

他 主催：中部フィルハーモニー交響楽団 （平成 22年 11 月）  

  

「中部フィルハーモニー交響楽団音楽鑑賞会」ドヴォルザーク：交響曲第９番「新

世界」より 他 主催：中部フィルハーモニー交響楽団 （平成 23 年 6月） 

   

「生で聴くのだめカンタービレの音楽会」プロコフィエフ：「ロミオとジュリエッ

ト」組曲 他 主催：東海テレビ：（平成 23年 8月）    

 

「セントラル愛知交響楽団第２回四日市定期演奏会」ベートーヴェン：交響曲第５

番「運命」 他 主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 24 年１1）  

  

「セントラル愛知交響楽団第１１８回定期演奏会」ハイドン：オラトリオ「天地創

造」主催：セントラル愛知交響楽団（平成 24年 3月）    

 

「アンサンブル金沢大山公演」ドビュッシー：小組曲 他 主催：アンサンブル金

沢 （平成 24 年 8月）    

 

「セントラル愛知交響楽団第１２３回定期演奏会」松村禎三：ゲッセマネの夜に 

他 主催：セントラル愛知交響楽団（平成 24年 11 月）    



 

「平成２４年度本物の舞台芸術体験事業」シベリウス：フィンランディア 他  

主催：文化庁（平成 24年 11 月）   

 

「悠久の第九」ベートーヴェン：交響曲第９番 主催：セントラル愛知交響楽団 

（平成 24 年 12 月）    

 

「セントラル愛知交響楽団第１２４回定期演奏会」ベートーヴェン：劇音楽「シュ

テファン王」序曲 主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 25 年 1月） 

   

「２０１３ 岐阜国際音楽祭」モーツァルト：Ｏｂ、Ｃｌ、Ｈｒ、Ｆｇとオーケス

トラのための協奏交響曲（ソリスト）主催：岐阜国際音楽祭 （平成 25年 7月）

    

「セントラル愛知交響楽団第１２８回定期演奏会」ベートーヴェン：交響曲第９番 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 25 年 7月）    

 

「合唱団おおやま第１８回演奏会 with オーケストラ・アンサンブル金沢大山公

演」佐藤眞：大地讃頌 他 主催：アンサンブル金沢・合唱団おおやま （平成 25

年 8月）    

 

「サンアゼリアフィルハーモニカ創立記念コンサート」和田薫：ギターとオーケス

トラのための「４つの心象の詩」他 主催：和光市民文化センター（平成 25年 10

月）    

 

「セントラル愛知交響楽団第１３０回定期演奏会」野平一郎：ヴァイオリン、ヴィ

オラ、チェロのための三重協奏曲 他 主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 26

年 11 月）    

 

「チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団演奏会」Ｒ.シュトラウス：ＣｌとＦｇ

のための二重小協奏曲（ソリスト）他 主催：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）     

 

「平成２６年度子供の文化芸術体験事業」チャイコフスキー：交響曲第４番他  

主催：文化庁（平成 26年 11 月）   

 

「北名古屋シティ管弦楽団第１８回定期演奏会」ウェーバー：ファゴット協奏曲

（ソリスト）主催：北名古屋シティ管弦楽団 （平成 27年 3 月）  

  

「アンサンブルコンテンポラリーa２０１４ 韓国と日本の現在Ⅱ」 田村文生：

アレカヤシ 主催：アンサンブルコンテンポラリーa （平成 27年 3月） 

   



「中部フィルハーモニー交響楽団小牧市市制６０周年記念第九演奏会」ベートーヴ

ェン：交響曲第９番 主催：中部フィルハーモニー交響楽団 （平成 27年 5月）

    

「セントラル愛知交響楽団第１４０回定期演奏会」ベルリオーズ：幻想交響曲 

主催：セントラル愛知交響楽団 （平成 27 年５月）  

 

「中部フィルハーモニー交響楽団第４７回定期演奏会」マーラー：交響曲第４番 

主催：中部フィルハーモニー交響楽団 （平成 27年 6月）    

「あつたらしっくコンサート２０１５ 巨匠たちと若き音楽家の夢の共演＜フルー

ト工藤重典＆中沖玲子 パリからの贈り物 inあつた」プーランク：六重奏曲 主

催：熱田文化小劇場 （平成 27年 11月）   

 

「ロシア国立ワガノワ・バレエ・アカデミーバレエ＜くるみ割り人形＞公演」チャ

イコフスキー：バレエ「くるみ割り人形」全曲 主催：ハーモニーホールふくい

（平成 28 年 1月）    

 

「マスターズ・ブラス・ナゴヤ第１回定期演奏会」Ｊ.バーンズ：交響曲第５番「フ

ェニックス」他 主催：マスターズ・ブラス （平成 28年 4 月）  

  

「チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団定期演奏会」ヴィヴァルディ：ファゴ

ット協奏曲ホ短調（ソリスト） 主催：チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団 

（平成 28 年 5月）    

 

「２０１６サマーミュージックフェスティバル九重」佐藤眞：混声合唱のためのカ

ンタータ「土の歌」他 主催：九重文化センター （平成 28 年 8月)   

  

「バロックアンサンブル ムーブル コンサート XII」 Ｊ．Ｆｒ．ファッシュ：フ

ァゴットソナタ ハ長調 主催：バロックアンサンブル ムーブル （平成 28年 9

月）   

 

「Inexplicable owl vol.3 Evaporation」 田中範康：Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ in the space 

Ⅷファゴットとエレクトロニクスのための（本邦初演） 主催：Inexplicable owl 

（平成 28 年 11 月）    

 

「稲沢名曲コンサート」ベートーヴェン：交響曲第８番他 主催：稲沢市民会館 

（平成 29 年 5月）    

 

「２０１７サマーミュージックフェスティバル九重」 佐藤眞：大地讃頌他 主

催：九重文化センター（平成 29年 8 月）   

 

「ふれあい文化子どもスクール」 サン＝サーンス：交響曲第３番「オルガン付」



他 主催：福井県教育委員会 （平成 29年 12月）  

 

「チェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団定期演奏会」ウェーバー：アンダンテ

とハンガリー風ロンド（ソリスト）主催：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） 

 

「ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団」ショスタコーヴィッチ：

交響曲第５番 他 主催：ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団

（平成 30 年 5月） 

 

「アンドラシュ・アドリアンフルートリサイタル」モーツァルト：セレナーデ変ロ

長調『グラン・パルティータ１．２』主催：ドルチェ楽器（平成３０年 6月） 

 

半田東高校音楽鑑賞会：ベートーヴェン：交響曲第５番「運命」他 主催：セント

ラル愛知交響楽団 （平成３０年９月）     

所属学会 

団体等 
 

 

平成 19 年度愛知県アンサンブルコンテスト東尾張地区大会審査員（平成 20年１

月）    

第 28 回岐阜県吹奏楽ソロコンテスト飛騨地区予選審査員（平成 20年 6 月） 

   

第 28 回岐阜県吹奏楽ソロコンテスト岐阜県大会審査員（平成 20 年 6月） 

   

第 51 回中部日本吹奏楽コンクール愛知県大会審査員（平成 20年 8 月） 

   

第 51 回中部日本吹奏楽コンクール本大会審査員（平成 20年 10月）  

  

第 41 回岐阜県吹奏楽アンサンブルコンテスト飛騨地区予選審査員（平成 20年 12

月）    

第 34 回長野県アンサンブルコンテスト中学校の部県大会審査員（平成 21年 1月）

    

平成 21 年度愛知県吹奏楽コンクール高等学校西尾張大会審査員（平成 21年 7月）

    

第 42 回岐阜県吹奏楽アンサンブルコンテスト飛騨地区予選審査員（平成 21年 12

月）    

平成 21 年度愛知県アンサンブルコンテスト東尾張地区大会審査員（平成 22年 1

月）    

平成 21 年度第 22回管楽器個人・重奏コンテスト西三河北地区大会高等学校の部審

査員（平成２２年 2 月） 

                                  



平成 21 年度管楽器個人・重奏コンテスト長野県大会審査員（平成 22 年 2月） 

   

第 53 回中部日本吹奏楽コンクール長野県大会中学校の部審査員（平成 22年 8月）

    

第 53 回中部日本吹奏楽コンクール本大会審査員（平成 22年 10月）  

  

第 43 回岐阜県吹奏楽アンサンブルコンテスト飛騨地区予選審査員（平成 22年 12

月）    

第 36 回長野県アンサンブルコンテスト中学校の部県大会審査員（平成 23年 1月）

    

平成 22 年度管楽器個人・重奏コンテスト西三河北地区大会高等学校の部審査員

（平成 23 年 2月）    

 

第 49 回岐阜県吹奏楽コンクール美濃・飛騨地区大会審査員（平成 23 年 7月） 

   

平成 23 年度愛知県吹奏楽コンクール高等学校の部愛知県大会審査員（平成 23年 8

月）    

平成 23 年度愛知県吹奏楽コンクール中学校Ａ編成の部愛知県大会審査員（平成 23

年 8月）    

平成 23 年度愛知県吹奏楽コンクール中学校Ｂ編成の部愛知県大会審査員（平成 23

年 8月）    

第 44 回岐阜県吹奏楽アンサンブルコンテスト飛騨地区予選審査員（平成 23年 12

月）    

平成 24 年度愛知県吹奏楽コンクール東三河地区大会審査員（平成 24 年 7月） 

   

第 50 回岐阜県吹奏楽コンクール美濃・飛騨地区大会審査員（平成 24 年 7月） 

   

第 45 回岐阜県吹奏楽アンサンブルコンテスト飛騨地区予選兼中部日本管打楽器重

奏コンテスト予選審査員（平成 24 年 12 月）"    

 

ほーほう子供音楽祭審査員（平成 25年 1 月）    

 

平成 24 年度管楽器個人・重奏コンテスト東尾張地区大会審査員（平成 25年 2月）

    

平成 25 年度飛騨吹奏楽コンクール審査員（平成 25年 7月）    

 

第 54 回静岡県吹奏楽コンクール高等学校の部審査員（平成 25年 8 月） 

   

平成 25 年度愛知県個人重奏コンテスト高等学校西尾張大会審査員（平成 26年 2

月）    

平成 26 年度飛騨吹奏楽コンクール審査員（平成 26年 7月）    



 

平成 26 年度愛知県吹奏楽コンクール中学生の部西三河北地区大会審査員（平成 26

年 7月）    

平成 26 年度愛知県吹奏楽コンクール高等学校の部西三河南地区大会審査員（平成

26年 7 月）    

第 47 回岐阜県吹奏楽アンサンブルコンテスト飛騨地区予選審査員（平成 26年 12

月）    

第 2回てんぱく音楽祭審査員（平成 27 年 1月）    

 

第 1回管楽器ソロコンテスト in東海 2015 審査員（平成 27 年 4月）  

  

平成 27 年度中日吹奏楽コンクール中学校の部三河Ｂブロック大会審査員（平成 27

年 7月）    

平成 27 年度中日吹奏楽コンクール中学校部門名古屋地区大会審査員（平成 27年 7

月）    

平成 27 年度飛騨吹奏楽コンクール審査員（平成 27年 7月）    

 

平成 27 年度愛知県吹奏楽コンクール西尾張地区大会中学校の部審査員（平成 27 年

7 月）    

第 65 回東濃地区高等学校連合音楽会審査員（平成 27年 12 月）  

  

平成 27 年度朝日アンサンブルコンテスト中学校の部西三河北地区大会審査員（平

成 27年 12 月）    

平成 27 年度愛知県アンサンブルコンテスト大学・職場・一般の部審査員（平成 28

年 1月）    

第 3回てんぱく音楽祭審査員（平成 28 年 1月）    

 

平成 27 年度管楽器個人・重奏コンテスト東尾張地区大会審査員（平成 28年 2月）

    

第 2回ナゴヤ・サクソフォーン・コンクール審査員（平成 28 年 3 月）  

  

平成 28 年度中日吹奏楽コンクール中学校の部三河Ｂブロック大会審査員（平成 28

年 7月）    

平成 28 年度愛知県吹奏楽コンクール高等学校の部西三河北地区大会審査員（平成

28年 7 月）    

 

平成 28 年度愛知県吹奏楽アンサンブルコンテスト高等学校西尾張地区大会審査員 

（平成 28 年 12 月）"    

平成 28 年度個人重奏コンテスト中学校の部名古屋地区大会審査員（平成 29年 1

月）    

第 4回てんぱく音楽祭審査員（平成 29 年 1月）    



 

平成 28 年度中部日本個人重奏コンテスト小・中学校重奏の部西三河北地区大会審

査員（平成 29 年 2月）"    

 

第 55 回岐阜県吹奏楽コンクールＢ編成・Ｃ編成の部地区大会審査員（平成 29年 7

月）    

平成 29 年度中日個人重奏コンテスト西三河北地区大会審査員（平成 30年 2月）

    

平成 29 年度第 30回中部日本個人重奏コンテスト西三河北地区大会高等学校の部審

査員（平成 30 年 2月）"    

 

第 34 回個人・重奏コンテスト個人の部岐阜県大会審査員（平成 30年 2 月） 

 

平成 30 年度飛騨吹奏楽コンクール審査員（平成 30年 7月） 

 

第 51 回岐阜県アンサンブルコンテスト西濃地区大会審査員（平成 30 年 12月） 

 

平成 30 年度愛知県アンサンブルコンテスト東尾張地区大会審査員（平成 31年１

月） 

第 13 回ほーほう子供音楽祭審査員（平成 31 年 1月） 

 

平成 30 年度中日個人重奏コンテスト西三河北地区大会審査員（平成 3１年 2 月） 

 

 

    

    

そ の 他 特記事項なし 

 

 


