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〈オーケストラ活動〉（セントラル愛知交響楽団等）

宗次エンジェルヴァイオリ
ンコンクール

2009． 4 ． 4 宗次ホール チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲　他

特別演奏会「展覧会の絵」
～未知絵に迫る～

2009． 4 ． 9 愛知県芸術劇場コンサー
トホール

ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」

和楽器三大貴公子が贈る
オーケストラコンチェルト

2009． 5 ． 1 中京大学文化市民会館　
オーロラホール

オッフェンバック：「地獄のオルフェオ」序曲
他

岐阜国際音楽祭フェスティ
バルコンサート

2009． 5 ． 3 サラマンカホール ラヴェル：ピアノ協奏曲　他

芸創センターポップスコン
サート

2009． 6 ． 5 名古屋市芸術創造セン
ター

竹田の子守唄　他

ナゴヤディレクターズバン
ド第 40 回定期演奏会

2009． 6 ． 7 愛知県芸術劇場コンサー
トホール

チュザリーニ：ビザンティンのモザイク画
他

岩倉中学校音楽鑑賞会 2009． 6 ．22 同校体育館 グリンカ：ルスランとリュドミラ序曲　他

第 13 回岩倉ポップスコン
サート

2009． 7 ．12 岩倉市総合体育文化セン
ター

銀河鉄道 999　他

コンチェルトシリーズ
no. 30

2009． 7 ．17 愛知県芸術劇場コンサー
トホール

グリーグ：ピアノ協奏曲　他

金山橋連合商店街夏祭り 2009． 8 ． 9 中京大学文化市民会館　
オーロラホール

プッチーニ：「ジャンニ・スキッキ」より　私
のお父さん　他

市民会館シリーズ⑥
pops コンサート 2009

2009． 9 ．17 中京大学文化市民会館　
オーロラホール

ベンハー序曲　他

オーケストラアンサンブル
金沢アジア音楽祭

2009．10．12 石川県立音楽堂コンサー
トホール

ハイドン：交響曲 94 番　他

和敬塾演奏会 2009．10．31 和敬塾講堂 ベートーヴェン：序曲「エグモント」他

セントラル愛知交響楽団　
第 102 回定期演奏会

2009．11．6 しらかわホール ドビュッシー：交響詩「海」　他

東京ヴォードヴィルショー 2009．11．21
2009．11．22

稲沢市民会館中ホール
幸田町民会館つばきホー
ル

モーツァルト：「フィガロの結婚」序曲　他

平成 21 年度本物の舞台芸術
体験事業

2009．11．24

2009．11．25

2009．11．26

2009．11．27

福岡市立野芥小学校体育
館
波佐見町立中央小学校体
育館
多久市立南部小学校体育
館
諫早市立長田小学校体育
館

J．シュトラウス：「常動曲」　他

第 40 回豊橋合唱協会記念演
奏会

2009．11．29 ライフポート豊橋 モーツァルト：レクイエム　他

守山中学校音楽鑑賞会 2009．12．11 同校体育館 ベートーヴェン：交響曲第 5 番　他

四日市の第九 2009．12．13 四日市市文化会館　第 1
ホール

ベートーヴェン：交響曲第 9 番　他
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平成 21 年度本物の舞台　芸
術体験事業

2009．12．14

2009．12．15

2009．12．16

2009．12．17

阿蘇市立碧水小学校体育
館
阿蘇市立内牧小学校体育
館
植木町立吉松小学校体育
館
合志町立合志南小学校体
育館

ドヴォルザーク：交響曲第 9 番「新世界」よ
り　他

セントラル愛知交響楽団　
パレア若狭公演

2009．12．19 パレア若狭音楽ホール ベートーヴェン：交響曲第 7 番　他

2010 パティオニューイヤー
コンサート

2010． 1 ．17 知立市文化会館　パティ
オ池鯉鮒

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第 2 番　他

東邦ガス名フィルコンサー
ト in 桑名

2010． 1 ．18 桑名市民会館大ホール モーツァルト：ピアノ協奏曲第 23 番　他

セントラル愛知交響楽団　
第 103 回定期演奏会

2010． 1 ．29 愛知県芸術劇場コンサー
トホール

ショスタコーヴィチ : 交響曲第 10 番　他

東急ブライダルコンサート 2010． 1 ．31 東急ホテル エルガー：愛のあいさつ　他

バレンタインコンサート in 
TOGO

2010． 2 ．14 東郷町民会館 サラサーテ：チゴイネルワイゼン　他

神戸高校音楽鑑賞会 2010． 3 ．17 鈴鹿市民会館 メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲　他

セントラル愛知交響楽団　
第 104 回定期演奏会

2010． 3 ．19 しらかわホール ショスタコーヴィチ：交響曲第 9 番　他

アルモニューズコンセール
2010

2010． 3 ．20 愛知県芸術劇場コンサー
トホール

ウォルトン：ヴィオラ協奏曲　他

第 3 回名進研卒業記念コン
サート

2010． 3 ．30 愛知県芸術劇場コンサー
トホール

チャイコフスキー：交響曲第 4 番　他

〈室内楽〉

上島幼稚園音楽鑑賞教室
「園長先生の音楽会」

2009． 6 ． 1 上島幼稚園ホール となりのトトロ　他

SMBC パーク栄
連動企画コンサート

2009．10．22 三井住友銀行SMBCパー
ク栄イベントガーデン

サウンドオブミュージック　他

知多の風　ピアノ室内楽
フェスティバル　～ピアノ
と木管によるオシャレな響
き空間～

2010． 1 ．11 ゆめたろうプラザ輝き
ホール

フランセ：オーボエ・ファゴットピアノのた
めの三重奏曲

〈審査員〉

平成 21 年度愛知県吹奏楽コ
ンクール高等学校荷西尾張
大会

2009． 7 ．26 稲沢市民会館大ホール

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

2009．12．23 飛騨・世界生活文化セン
ター

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

2010． 1 ． 6 長久手町文化の家・森の
ホール

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

2010． 2 ．11 幸田町民会館さくらホー
ル
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平成 21 年度管楽器個人・重
奏コンテスト長野県大会

2010． 2 ．21 松本市音楽文化ホール

〈録音〉

チャイコフスキー：ヴァイ
オリン協奏曲＆瞑想曲集／
吉田恭子

2009． 5 ．26
　　  ～27

石川県立音楽堂コンサー
トホール

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲　他

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




