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音楽学部
演奏学科教授　松波　千津子
1．研究活動

a　演奏会・展覧会・競技
会等の名称・著書・論文・
作品等の名称（項目ごと
に記入する）

b　発表または
発行の年月日

c　演奏会・展覧会の会
場・主催等または論文
等の発行所・発表雑誌
等の名称

d　発表・展示・作品等の内容等・論文概要等 
（共著の場合のみ編者・著者名を記入）

リラの会　30 周年記念コン
サート

 2010．5．13 電気文化会館　ザ・コン
サートホールリラの会主
催

モーツァルト作曲：オペラ ｢魔笛｣ より（夜
の女王のアリア）
・恐れないで、私のかわいい息子よ
・地獄の復讐がこの胸にたぎる
共演 : 池原陽子（pf）

第 2 回　国際交流コンサー
ト（韓国・馬山市にて）

 2010．5．26 韓 国・Isang　Yun メ モ
リアルホール
韓国・慶南大学校師範大
学主催

慶南大学と名古屋芸術大学の教授招請音楽会
モーツァルト作曲：オペラ ｢魔笛｣ より
夜の女王のアリア 2 曲
滝廉太郎作曲：「花」など
共演：澤脇達晴、竹内雅一、菅原美枝子

2010　岐阜国際音楽祭フェ
スティバルコンサート

2010．7．4 （財）岐阜県民ふれあい
会館
サラマンカホール
岐阜音楽祭実行委員会主
催

ヴェルディ作曲：オペラ「椿姫」より
乾杯の歌（二重唱）“ああ、そは彼の人か”
指揮：リ・チェン
共演：セントラル愛知交響楽団

ガラコンサート　2010  2010．9．17 愛知県芸術劇場コンサー
トホール
名古屋オペラ協会主催 

ドニゼッティ作曲：オペラ「ランメルモール
のルチア」より狂乱のアリア「あの方の優し
い声が聞こえる」
共演：西尾由希（pf）高木直喜（Fl）

名古屋芸術大学創立 40 周
年記念事業「第九」
名古屋芸術大学オーケ ス ト
ラ第 28 回定期演奏会

 2010．10．28 愛知県芸術劇場コンサー
トホール
名古屋芸術大学音楽学部
主催

ベートーヴェン作曲「第九」のソリストとし
て出演
指揮：古谷誠一
共演：澤脇達晴、山田正丈、谷田育代

第 17 回チャリティ・ヴォー
カルコンサート

 2010．11．20 難病の子供達を支援する
名古屋の音楽家達主催
電気文化会館　ザ・コン
サートホール

ドニゼッティ作曲：オペラ「ランメルモール
のルチア」より“あたりは沈黙に閉ざされ”
共演 : 福島英子（pf）

関市制 60 周年記念
ベートーヴェン ｢第九｣

（合唱付）

2010．11．28 関市文化会館大ホール
関市教育委員会 ･ 関市第
九実行委員会 ･ 関市文化
協会主催

ベートーヴェン作曲「第九」のソリストとし
て出演
指揮：斉藤一郎
共演：セントラル愛知交響楽団
　　　岡本茂朗、山田正丈、谷田育代

名曲と第九コンサート
～未来会館　最後のさよな
らコンサート

2010．12．5 岐阜県県民文化ホール　
未来会館　長良川ホール
未来会館運営共同体主催

ベートーヴェン作曲「第九」のソリストとし
て出演
指揮：小津準策
共演：岐阜未来オーケストラ
　　　名フィル有志によるオーケストラ
　　　澤脇達晴、中島富蔵、荒木善子

市民合唱団による
悠久の第九

2010．12．15 愛知県芸術劇場コンサー
トホール 
セントラル愛知交響楽団
主催

ベートーヴェン作曲「第九」のソリストとし
て出演
指揮：斉藤一郎
共演：セントラル愛知交響楽団
　　　岡本茂朗、山田正丈、三輪陽子
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長久手合唱団
ニューセンチュリー
コーラス
第 13 回定期演奏会

2011． 2．20 長久手町文化の家
森のホール
長久手町教育委員会主催

モーツァルト作曲：ミサ曲ニ短調
KV65 のソリストとして出演
指揮：田辺正彦
共演：愛知室内オーケストラ
　　　毛利和雄、又吉秀和、三輪陽子
　　　野々山雅子（オルガン）

オペラの魅力 vol.15
（ドニゼッティの世界）
オペラ「ランメルモールの
ルチア」（原語出演）
このオペラが 2010 年度第 6
回名古屋音楽ペンクラブ賞
受賞

2011． 3．30 しらかわホール
エウロ・リリカ主催

ドニゼッティ作曲：オペラ「ランメルモール
のルチア」の＜ルチア＞役にて出演
構成 ･ 演出：岡本茂朗
共演：小山陽一郎、伊藤貴之、宮崎智永、
　　　岡本茂朗、エウロリリカ合唱団
　　　西尾由希（pf）、高木直喜（Fl）

◎コンクール審査

2010　 カ ワ イ う た の コ ン
クール
< 中部大会　本選 >

2010．4．17 電気文化会館ザ・コン
サートホール　カワイ音
楽コンクール委員会、カ
ワイ音楽教室主催

審査員

2010　第 1 回岐阜国際音楽
コンクール
＜予選＞

2010．4．29
 ～ 30

大垣女子短期大学・みず
きホール
岐阜国際音楽祭委員会主
催

審査員

2010　第 1 回岐阜国際音楽
コンクール
＜本選＞

2010．5．1
 ～ 2

大垣女子短期大学・みず
きホール
岐阜国際音楽祭委員会主
催

審査員

第 11 回　大阪国際音楽コ
ンクール
< 中部地区　本選 >

2010．7．25 名古屋音楽大学めいおん
ホール　
大阪国際音楽振興会、大
阪国際音楽コンクール実
行委員会主催

審査員

第 20 回　日本クラシック
音楽コンクール
＜中部地区　予選＞

2010．8．29 名古屋市中村文化小劇場
小ホール
日本クラシック音楽協会
主催

審査員

第 64 回　全日本学生音楽
コンクール
< 名古屋大会　本選 >

2010．9．12 今池・ガスホール
毎日新聞社主催

審査員

第 20 回　日本クラシック
音楽コンクール
< 中部地区　予選 >

2010．10．17 名古屋市中村文化小劇場
小ホール
日本クラシック音楽協会
主催

審査員

第 64 回　全日本学生音楽
コンクール
< 名古屋大会　予選 >

2010．9．12 今池・ガスホール
毎日新聞社主催

審査員

第 20 回　日本クラシック
音楽コンクール
< 中部地区　本選 >

2010．10．17 名古屋市中村文化小劇場
小ホール
日本クラシック音楽協会
主催

審査員
第 20 回優秀指導者賞受賞
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第 64 回　全日本学生
音楽コンクール
<名古屋大会　本選>

2010．11．3 今池・ガスホール
毎日新聞社主催

審査員

2．教育活動（教育実践上の主な業績）　　　大学院授業担当　■有　□無

3．学会等および社会における主な活動


