教育研究業績
芸術学部芸術学科音楽領域

遠藤 宏幸

氏名
教育活動

職名

准教授

弦管打奏法研究、室内楽、合奏、吹奏楽指導研究

学位

なし

学歴

平成６年３月 東京コンセルヴァトアール尚美 専門コース 管弦打楽器専攻卒業
平成８年３月 東京コンセルヴァトアール尚美 音楽社会研究コース 管弦打楽器専攻卒業
平成１０年３月 東京コンセルヴァトアール尚美 ディプロマコース 管弦打楽器専攻卒業

職歴

平成11年4月 岐阜県立各務原西高等学校 非常勤講師 （平成20年3月まで）
平成12年4月 鶯谷高等学校音楽科 非常勤講師 （平成21年3月まで）
平成16年10月 大垣女子短期大学音楽総合学科 非常勤講師 （平成20年3月まで）
平成17年4月 帝京大学可児中学校、高等学校非常勤講師 （平成20年3月まで）
平成20年4月 大垣女子短期大学音楽総合学科 常勤講師 （平成25年3月まで）
平成25年4月 大垣女子短期大学音楽総合学科 准教授 （平成28年3月まで）
平成28年7月 愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部 非常勤講師 （現在に至る）
平成29年４月 名古屋芸術大学芸術学部芸術学科 音楽領域 非常勤講師 （平成30年3月まで）
平成30年４月 名古屋芸術大学芸術学部芸術学科 音楽領域 准教授 （現在に至る）

専門分野

吹奏楽、サクソフォン

研究課題

吹奏楽の演奏効果と合奏指導法の研究。クラシカルサクソフォン（独奏、室内楽）の作品研究と演奏
[演奏会]
・ナゴヤ・サックス・フェスタ 2009 平成21年4月
・アリオンサクソフォンカルテットリサイタル2009 The First Impact 平成21年5月
・ルロウブラスオルケスター第16回定期演奏会 平成21年6月
・クラシックサクソフォンの調べ 平成21年7月
・愛知県吹奏楽コンクール 平成21年8月
・東海吹奏楽コンクール 平成21年9月
・ルロウブラスオルケスターわくわく音楽会 平成21年12月
・ナゴヤ・サックス・フェスタ 2010 平成22年4月
・ルロウブラスオルケスター第17回定期演奏会 平成22年6月
・アリオンサクソフォンカルテットリサイタル2010 Touching off 平成22年6月
・東海吹奏楽コンクール 平成22年9月
・ルロウブラスオルケスターわくわく音楽会 平成22年12月
・ナゴヤ・サックス・フェスタ 2011 平成23年4月
・ルロウブラスオルケスター第18回定期演奏会 平成23年6月
・アリオンスペシャルコンサート 平成23年6月
・瞑想の森コンサート サクソフォン・アラカルト 平成23年7月
・愛知県吹奏楽コンクール 平成23年8月
・東海吹奏楽コンクール 平成23年9月
・アリオンサクソフォンカルテット サラマンカ500シリーズ 平成23年9月
・ルロウブラスオルケスターわくわく音楽会 平成23年12月
・リスト音楽院の仲間たち 平成23年12月
・アリオンサクソフォンカルテット スィーツ&カフェコンサート 平成24年3月
・アリオンサクソフォンカルテット 春色コンサート 平成24年3月
・ナゴヤ・サックス・フェスタ 2012 平成24年4月
・ルロウブラスオルケスター第19回定期演奏会 平成24年6月
・東海吹奏楽コンクール 平成24年9月
・傍島香織リサイタル 平成24年9月
・遠藤宏幸サクソフォンリサイタル 平成26年3月22日
・ナゴヤサックスフェスタ2014 平成26年4月13日
・小森伸二リサイタル 平成26年5月10日

・トロンボーンエンジェルス 平成26年6月15日
・ルロウブラスオルケスター第21回定期演奏会 平成26年6月
28日
・宗次ホールランチタイムコンサート 平成26年8月28日
・ワンコインコンサート 平成26年8月30日
・アリオンサクソフォンカルテットCD発売記念コンサート名古屋公演 平成26年9月7日
・全日本吹奏楽コンクール東海大会 平成26年9月23日
・アリオンサクソフォンカルテットカスタムツアーin東海 豊橋公演 平成26年9月27日
・アリオンサクソフォンカルテットCD発売記念コンサート大阪公演 平成26年9月28日
・アリオンサクソフォンカルテットCD発売記念コンサート東京公演 平成26年10月18日
・アリオンサクソフォンカルテットカスタムツアーin東海 四日市公演 平成26年11月22日
・アリオンサクソフォンカルテットカスタムツアーin東海 各務原公演 平成26年11月23日
・アリオンサクソフォンカルテットカスタムツアーin東海 浜松公演 平成26年12月21日
・ルロウブラスオルケスターわくわく音楽会 平成26年12月21日
・ユニータ・デラ・サックス第１回定期演奏会 平成27年2月27日
・ナゴヤサックスフェスタ2015 平成27年4月5日
・ルロウブラスオルケスター第２２回定期演奏会 平成27年6月20日
・大垣ブラスコンペ 平成27年6月28日
・アリオンサクソフォンカルテット飯田病院サロンコンサート 平成27年7月18日
・全日本吹奏楽コンクール東海大会 平成27年9月7日
・ブラスジャンボリーin知多 平成27年9月23日
・アリオンSQwith雲井雅人コンサート 平成27年10月17日
・ワンコインコンサート 平成27年10月30日
・アリオンSQクリニック＆コンサート 平成27年11月1日
・ブラスジャンボリーin岐阜 平成27年11月15日
・第３６回瑞穂市民吹奏楽団定期演奏会 平成27年12月13日
・サロンコンサート 平成27年12月19日
・アリオンサクソフォンカルテットクリスマスミニコンサート 平成27年12月23日
・ルロウブラスオルケスターわくわく音楽会 平成28年1月31日
・ユニータ・デラ・サックス第２回定期演奏会 平成28年2月26日
・岐阜県中学校選抜吹奏楽団第２回演奏会 平成28年3月12日
・マスターズ・ブラス・ナゴヤ第１回定期演奏会 平成28年4月10日
・ナゴヤサックスフェスタ2016 平成28年4月17日
・ファンタジアコンサート 平成28年5月3日
・瀧彬友リサイタル 平成28年6月9日
・ルロウブラスオルケスター第23回定期演奏会 平成28年6月19日
・第11回セントラル愛知交響楽団ナカネットサマーコンサートアリオンSQを迎えて 平成28年7月2日
・全日本吹奏楽コンクール愛知県大会 平成28年8月7日
・夏休みコンサート 平成28年8月13日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート名古屋公演 平成28年9月13日
・ブラスジャンボリーin知多 平成28年9月22日
・アッセンブリッジナゴヤ 平成28年9月25日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート仙台公演 平成28年9月30日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート東京公演 平成28年10月1日
・小牧市民音楽祭吹奏楽フェスティバル 平成28年10月2日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート飯田公演 平成28年10月8日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート浜松公演 平成28年10月9日
・結小学校音楽鑑賞会 平成28年10月15日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート四日市公演 平成28年10月15日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート尾鷲公演 平成28年10月29日
・松栄堂楽器音楽教室発表会 平成28年11月2日・4日・5日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート広島公演 平成28年11月19日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート大阪公演 平成28年11月20日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート大垣公演 平成28年11月25日
・西濃連合音楽会 平成28年12月10日
・松栄堂楽器エレクトーンスパーライブ 平成28年12月18日
・アリオンサクソフォンカルテットクリスマスミニコンサート 平成28年12月23日
・ルロウブラスオルケスターわくわく音楽会 平成28年12月25日
・冬休みコンサート 平成29年1月7日
・アリオンサクソフォンカルテットデビュー10周年記念コンサート名古屋公演 平成29年1月14日

・ユニータ・デラ・サックス第２回定期演奏会 平成29年2月16日
・岐阜県中学校選抜吹奏楽団第4回定期演奏会 平成29年3月19日
・マスターズ・ブラス・ナゴヤ第2回定期演奏会 平成29年4月2日
・ナゴヤサックスフェスタ2017 平成29年4月16日
・岐阜バンドクリック 平成29年4月30日
・ルロウブラスオルケスター第24回定期演奏会 平成29年6月18日
・須川展也＆アリオンサクソフォンカルテット 平成29年6月25日
・かかみの音楽演奏会 平成29年7月2日
・吹奏楽指導者研修会 平成29年7月17,18日
・全日本吹奏楽コンクール愛知県大会 平成29年8月6
・吹奏楽指導者研修会 平成29年8月14,15,17,18日
・TSPコンサート 平成29年9月8日
・吹奏楽指導者研修会 平成29年9月16,17日
・小牧市民音楽祭吹奏楽フェスティバル 平成29年10月1日
・サックスフェスタプレコン 平成29年11月28日
・ルロウブラスオルケスターわくわく音楽会 平成29年12月17日
・山崎力愛リサイタル 平成29年12月22日
・クリスマスミニコンサート 平成29年12月23日
・武豊町トリオライズふれあいお届けコンサート 平成30年1月20日・26日・31日
・堀江裕介サクソフォンリサイタル 平成30年1月27日
・名古屋芸術大学サクソフォン専攻生によるコンサート 平成30年2月9日
・かかみがはらウインドオーケストラ第20回定期演奏会 平成30年2月11日
・嶋良輔サクソフォンリサイタル 平成30年3月10日
・ユニータ・デラ・サックス第4回定期演奏会 平成30年4月13日
・岐阜バンドクリニック 平成30年4月30日
・岐阜市立黒野小学校音楽鑑賞教室 平成30年5月19日
・金光寺コンサート 平成30年5月19日・
・ウインドアンサンブルGAJAコンサートVol.3 平成30年6月5日
・ルロウブラスオルケスター第25回定期演奏会 平成30年6月17日
・各務原市吹奏楽音楽演奏会 平成30年7月1日
・全日本吹奏楽コンクール愛知県大会 平成30年8月5日
・ユニータ・デラ・サックス北海道公演 平成30年8月26日
・桜井牧男還暦コンサート 平成30年8月29日
・全日本吹奏楽コンクール東海大会 平成28年9月2日
・名古屋芸術大学ウインドオーケストラ定期演奏会 平成30年9月16日
・名古屋フィルハーモニーウインドアンサンブル 平成30年9月29日
所属学会
団体等

社会的活動

その他

日本サクソフォーン協会、各務原市音楽街企画委員、岐阜県吹奏楽連盟
ナゴヤサックスフェスタ実行委員長平成16年4月～平成22年3月）
市民吹奏楽団ルロウブラスオルケスター指揮者（平成17年9月～現在に至る）
各務原市音楽の街企画委員（平成22年4月～現在に至る）
岐阜県吹奏楽連盟常任理事 事務局次長（平成25年～現在に至る）
吹奏楽コンクールおよびアンサンブルコンテスト等の審査員年間10回程度
ナゴヤ・サックス・コンクール審査員（平成30年2月）

