氏名：加藤 知子［ヴァイオリン］（専任就任：1996年4月1日）
■ 著書・編著書・訳書等
書名

単著／共著

発行年月日

発行所

摘要

単著／共著

年月日

発行雑誌・学会等の名称

摘要

年月日

会場

なし
■ 学術論文等
表題
なし
■ 音楽活動
名称
フランス国立リヨン管弦
楽団演奏会

1996年５月20日

曲目・共演者等

サントリーホール ドビュッシー「牧師の午後への前奏曲」、ラロ「スペイン
交響曲」、ムソルグスキー『組曲「展覧会の絵」』 指揮：
エマニュエル・クリヴィヌ

フランス国立リヨン管弦
楽団演奏会

1996年６月１日

東京芸術劇場

ラロ「スペイン交響曲」 指揮：エマニュエル・クリヴィヌ

第10１回鵠沼サロンコン 1996年10月１日
サート 加藤知子ヴァイ
オリンリサイタル

レストラン「ラーラ
ビアンケ」（神奈
川県藤沢市）

室内楽演奏会

ＪＴアートホール コルンゴールド「ピアノ４重奏」他 共演：レオン・フライ
アフィニス（東京 シャー(Pf)
都）

1998年５月14日

第14１回鵠沼サロンコン 1999年３月９日
サート 加藤知子ヴァイ
オリンリサイタル

レストラン「ラーラ バッハ「無伴奏ヴァイオリン曲」全曲演奏 １
ビアンケ」（神奈
川県藤沢市）

鵠沼サロンコンサート
1999年７月６日
150回記念「小さなガラ・
コンサート」

レストラン「ラーラ 共演：向山佳絵子、伊藤恵
ビアンケ」（神奈
川県藤沢市）

日立コンサート 読売日 1999年８月31日
本交響楽団 第397回名
曲シリーズ

サントリーホール チャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲」 指揮：キンボ
ウ・イシイ=エトウ

第154回鵠沼サロンコン 1999年10月19日 レストラン「ラーラ バッハ「無伴奏ヴァイオリン曲」全曲演奏 ２
サート 加藤知子ヴァイ
ビアンケ」（神奈
オリンリサイタル
川県藤沢市）
室内楽演奏会

1999年11月17日 川口総合文化セ オネゲル「ソナチネ」 他 共演：原田禎夫(Vc)、フッソン
ンター リリアホ グ(Accordion)
ール

（埼玉県）
大阪フィルハーモニー

2000年１月25日

交響楽団
東京都交響楽団

2000年４月14日

フェスティバルホ メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲ホ短調」、ブラー
ール（大阪府）

ムス「交響曲第１番ハ短調」 指揮：朝比奈隆

東京文化会館

ストラヴィンスキー「ヴァイオリン協奏曲」 指揮：ガリー・
ベルティーニ

札幌交響楽団第432回定 2000年４月20日
期演奏会

札幌コンサートホ シベリウス「ヴァイオリン協奏曲」「交響詩『タピオラ』」「交
ール Kitara
響曲第5番」 指揮：岩城宏之

加藤知子＆ラファエル・ 2003年９月15日
ゲーラデュオ ブラーム
ス・ヴァイオリン・ソナタ全
曲演奏会

ト ッ パ ン ホ ー ル ブラームス「ヴァイオリンソナタ」全曲 共演：ラファエ
（東京都）
ル・ゲーラ(Pf)

札幌交響楽団第463回定 2003年12月12日 札幌コンサートホ ベルク「ヴァイオリン協奏曲」、ロッシーニ「歌劇『セミラ
期演奏会
ール Kitara
ーミデ』序曲」、チャイコフスキー「交響曲第５番ホ短調」
指揮：小泉和裕
第210回鵠沼サロンコン 2004年３月23日
サート

レストラン「ラーラ ブラームス「ピアノ・ソナタ」全曲 共演：F.ウィバウト
ビアンケ」（神奈
川県藤沢市）

第220回鵠沼サロンコン 2005年１月25日
サート ニューイヤーコン
サート

レストラン「ラーラ 共演：原田禎夫・加藤洋之
ビアンケ」（神奈
川県藤沢市）

『日本・EU市民交流年』 2005年４月17日
ロイヤルチェンバーオー
ケストラヨーロッパ演奏会

コークシティホー ブラームス「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ
ル大ホール（アイ 短調 op.102」 指揮・堤俊作
ルランド）

ロイヤルチェンバーオー 2005年４月19日
ケストラ ヨーロッパ演奏
会

ドン・ボスコ教会 モーツァルト「2つのヴァイオリンのためのコンチェルト
（ベルギー・トル ーネ Kv.190」 指揮・堤俊作 共演：Vn 西野ゆか、Ob
ホウト ）
池田祐子、Vc 林峰男

ロイヤルチェンバーオー 2005年４月20日
ケストラ ヨーロッパ演奏
会

ルク セ ン ブルグ ベートーヴェン「ヴァイオリン・チェロ・ピアノのための三
音楽院大ホール 重協奏曲ハ長調 op.56」 共演：Vc 林峰男、Pf 神谷
郁代

ロイヤルチェンバーオー 2005年４月24日
ケストラ ヨーロッパ演奏
会

オ リ ン ピ コ 劇 場 モーツァルト「2つのヴァイオリンのためのコンチェルト
（イタリア・ヴィチ ーネ Kv.190」 指揮・堤俊作 共演：Vn 西野ゆか、Ob
ェンツァ）
池田祐子、Vc 林峰男

４本のヴァイオリンコンサ 2007年２月12日
ート

川口総合文化セ モーツァルト「魔笛」他 共演：堀米ゆず子・戸田弥生・
ンター リリアホ 川田知子(Vl)
ール（埼玉県）

東京のオペラの森2007 2007年３月４日
NOMORIイベント・ウィー

東京国立博物館 ベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ第５番『春』」、メン
表慶館
デルスゾーン「春の歌」、ショスタコーヴィチ「スプリン

ク ミュージアム・コンサ
ート「加藤知子ヴァイオリ
ン･リサイタル」

グ・ワルツ」、シューマン「ヴァイオリン・ソナタ第１番」
共演：梅村祐子

カール・ライスター70歳・ 2007年10月25日 紀尾井ホール
演奏活動50周年記念コ
（東京都）
ンサート

ブラームス「クラリネット五重奏」 他 共演：pf 土居知
子、ｖｌ 三浦章広、va 川本嘉子、vc 山崎伸子、cl カ
ール・ライスター

東京都交響楽団演奏会 2008年１月10日

サントリーホール ブラームス「ヴァイオリンとチェロのための協奏曲」 指
揮：小泉和裕 共演：vc 原田禎夫

コンチェルトグロッソ第12 2008年３月15日

炎 の 博 記 念 堂 J.S.バッハ「ヴァイオリン・ソナタ ホ短調BWV 1023」、ク

回コンサート 加藤知子・
シュテファンフッソング
ヴァイオリンとアコーディ
オンの調べ ～春がす
みにのせて

文化ホ ー ル （ 佐 ライスラー「レシタティーヴォとスケルツォ・カプリス」、チ
賀県）
ャイコフスキー「悲しい歌 op.40-2 」「アンダンテ・カ
ンタービレ op.11」「感傷的なワルツ op.51-6」、J.S.バ
ッハ「ソナタ ニ短調 BWV527」、ショスタコーヴィチ「６
つの前奏曲より op.34」、バルトーク「ルーマニア民族
舞曲」

ザ・シンフォニカ 第44回 2008年７月13日
定期演奏会

東京オペラシティ モーツァルト「歌劇『魔笛』K.620」より序曲、ブラームス
コンサートホール 「ヴァイオリン協奏曲ニ長調op.77」、R.シュトラウス「交響
詩『ツァラトゥストラはかく語りき』op.30」 指揮：手塚幸
紀

リリア・アンサンブル 第 2008年11月12日 川口総合文化セ シューベルト「弦楽四重奏曲『死と乙女』」、チャイコフス
20回演奏会
ンター・リリア
キー「弦楽六重奏曲『フィレンツェの思い出』」 共演：川
田知子、店村眞積、原田禎夫、井上静香、熊澤雅樹
ホルン・室内楽の楽しみ 2009年２月6日
「水野信行と水戸の仲間
たち」

須坂市文化会館 モーツァルト「ホルン五重奏曲変ホ長調K.407 (386C)」、
メセナホール
クロール「ホルンと弦楽四重奏のための“カンティコ”
op.44」、ブラームス「ホルン三重奏曲 変ホ長調 op.40」
共演：水野信行（Hr） 中村静香（Vl,Va）、店村眞積
（Va）、原田禎矢（Vc）、松岡美絵（Pf）

水戸芸術館友の会第52 2009年２月８日
回鑑賞会「ホルン・室内

水戸芸術館 コン 同上
サートホールＡＴ

楽の楽しみ」

Ｍ

ハギモトハルヒコ夢コン
サート‘09

2009年３月７日

日本大学 カザ ヤナーチェク「弦楽四重奏曲第１番『クロイツェル・ソナ
ルスホール
タ』」、メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲第１番 ニ短調
op.40」「弦楽八重奏曲 変ホ長調op.20」、ブルッフ「コ
ル・ニドライop.47」
共演：川崎洋介（Vl）、川本嘉子（Va）、山崎伸子、辻本
玲、宮田大、長谷川彰子、中実穂（Vc）

若林顕（Pf)
ＡＴＭアンサンブル第23 2009年３月26日

水戸芸術館 コン モーツァルト「ピアノ三重奏曲 ハ長調 K548」、ブラー

回定期演奏会～小菅優
を迎えて～

サートホールＡＴ ムス「ピアノ四重奏曲第３番 ハ短調 op. 60」、ドヴォル
Ｍ
ザーク「ピアノ五重奏曲 イ長調op.81」 共演：原田幸一
郎・小林美恵・豊嶋泰嗣（Vn）、植村昇（Vc）、小菅優
（Pf）

ＡＴＭアンサンブル 第 2009年３月27日
15回碧南演奏会

碧南市芸術文化 同上
ホール(愛知県)

第21回クウォーターズク 2009年６月13日
ラブチャリティーコンサ
ート

紀尾井ホール

モーツァルト「ディヴェルティメント へ長調K. 138」「弦
楽五重奏曲第３番 ハ長調 K.515」、メンデルスゾーン
「弦楽八重奏曲 変ホ長調op. 20」 共演：井上静香、小
森谷巧、直江智沙子（Vｌ）、鈴木康浩、安藤裕子、木康
浩（Va）、毛利伯郎、長瀬夏嵐（Vc）

リサイタル

2009年９月26日

宮崎

地方オーケストラの祭典 2009年10月30日 笠懸野文化ホー メンデルスゾーン「演奏会序曲『フィンガルの洞窟』
名古屋フィルハーモニ
ル ・ パ ル （ 群 馬 op.26」「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調op.64」「交響曲第４
ー交響楽団
県）
番 イ長調op.90『イタリア』」 指揮：円光寺雅彦
クリスマス室内楽コンサ 2009年12月９日
ート～加藤知子と仲間た
ち～

宮崎芸術劇場

モーツァルト「ディヴェルティメント 変ホ長調K. 563」、
ブラームス「ピアノ五重奏曲op.34」 共演：川田知子
（Vl）、店村眞積（Va）、原田禎夫（Vc）、加藤洋之（Pf）

｢女神との出逢いシリー

フィリアホール

モーツァルト「歌劇『魔笛』より」、バツェヴィチ｢４つのヴ

2010年４月３日

ズ｣第200回記念ガラ・コ
ンサート

ァイオリンのための四重奏曲｣ 共演：堀米ゆず子、戸
田弥生、川田知子（ｖｌ）

４人のヴァイオリンコンサ 2010年４月４日
ート

浜松市民会館

同上

名手と名器の饗宴～ヘリ 2010年5月28日
テージ・オブ・ストラディ
ヴァリウス～

ヤマハホール（中 サン=サーンス｢序奏とロンド・カプリッチョーソ op.28｣、
央区銀座）
モシュコフスキー｢２つのヴァイオリンとピアノのための
組曲 ト短調 op.71｣、マウラー｢４つのヴァイオリンのた
めの協奏曲より｣ 他
共演：徳永二男、漆原啓子、豊嶋泰嗣（vl）、迫 昭嘉
（pf）

リリア開館20周年記念ガ 2010年７月１日
ラコンサート

川口リリアホール メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲 第１楽章」他
指揮：小林研一郎、管弦楽：東京交響楽団、共演：小山
実稚恵（pf）、佐藤しのぶ（s）他

軽井沢八月祭 ロマンテ 2010年８月２日
ィック・シューマン 『シュ
ーマンの室内楽』

軽井沢大賀ホー シューマン｢幻想小曲集op.73｣（クラリネットパートをヴァ
ル
イオリンで演奏）、｢幻想曲｣｢アダージョとアレグロ
op.70｣、ブラームス｢ピアノとヴァイオリンのためのスケ

ルツォ ハ短調WoO2｣、シューマン｢ピアノ三重奏曲
第３番 ト短調op.110｣ 共演：伊藤恵、北村朋幹（pf）
他
第36回木曽音楽祭 フェ 2010年８月27～
スティヴァルコンサート 29日

木曽文化公園文 ダンツィ｢七重奏曲｣ 共演：和田博史（hr）、大島亮
化ホ ー ル （ 長野 （va）、山崎伸子（vc）、星秀樹（cb）他
県）
シューマン｢ピアノ四重奏曲 変ホ長調 op.47｣共演：飛
澤弘人（va）、花崎薫（vc）、野島稔（pf）ブラームス｢弦楽
六重奏曲 第１番 変ロ長調 op.18｣ 共演：久保陽子
（ｖｌ）、菅沼準二・飛澤弘人（va）、山崎伸子・伝田正則
（vc）

ブラームス ソナタコン
サート

2010年10月６日

タカギクラヴィア シ ュ ー マ ン ｢ ヴ ァ イ オ リ ン ・ ソ ナ タ 第 1 番 イ 短 調
松濤サロン（渋谷 op.105｣、ブラームス｢ヴァイオリン・ソナタ第２番・第1番｣
区）
共演：江口玲（ｐｆ）

加藤知子＆江口玲 デ
ュオ・
リサイタル

2010年10月10日 紀尾井ホール

シ ュ ー マ ン ｢ ヴ ァ イオ リ ン ・ ソ ナ タ 第１ 番 イ短調
op.105 ｣ 、 バ ッ ハ ｢ パ ル テ ィ ー タ 第 ２ 番 ニ 短 調
BWV1004｣、ブラームス 「ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ト
長調 『雨の歌』op.78」 共演：江口玲（pf）

宮崎 秋の小さな音楽祭 2010年10月11～ 宮崎県立芸術劇
16日
場他
アンサンブルの祭典
2010年11月７日
2010 第20回ひたち室内
楽フェスティバル

日立シビックセン フランク｢ヴァイオリン・ソナタ イ長調｣、ベートーヴェン
ター音楽ホール 「ピアノ、クラリネット、チェロのための三重奏曲『街の
歌』op.11」 共演：迫昭嘉（pf）、長谷川陽子（vc）、長谷
川晴児（cl）

リリア・アンサンブル

2010年11月14日 川口リリアホール シューベルト「死と乙女」、チャイコフスキー「フィレンツ
ェの思い出」 共演：川田知子、店村眞積、原田禎夫

生誕200年 シューマン
2010～ロマンの理想を
求めて～

2010年11月18日 い ず み ホ ー ル シューマン｢森の情景 op.82｣｢ヴァイオリン・ソナタ 第１
（大阪市）
番 イ短調 op.105｣｢幻想小曲集op. 73｣｢ピアノ三重奏
曲 第３番 ト短調 op.110｣ 共演：伊藤恵（pf）、宮田大
（vc）

日本ブラームス協会
JBS・プレミアム・コンサ

2010年11月27日 ヤマハホール（中 シューマン｢ピアノ五重奏曲 変ホ長調 op.44｣ブラーム
央区）
ス｢ピアノ五重奏曲 ヘ短調 op.34｣ 共演：青木調(vl）、

ート 冬例会No.134
東北関東大震災被災者 2011年４月９日
支援チャリティーコンサ
ート ｢室内楽マラソン・コ
ンサート｣

金丸葉子（va）、林峰男（vc）、伊藤恵（pf） 監修・プレト
ーク：西原稔
東 京 文 化 会 館 ショスタコーヴィチ｢室内交響曲 ハ短調 op. 110a｣、メ
大ホール
ンデルスゾーン「弦楽八重奏曲 ホ長調op.20」、武満徹
｢三月のうた｣他 共演：川田知子（vl）、川本嘉子（va）、
工藤すみれ（vc）、工藤重典（fl）、広田智之（ob）、野平
一郎（pf）他

東北応援チャリティーコ 2011年４月21日
ンサート～仙台フィルと
ともに～

サントリーホール バッハ｢２つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
大ホール
BWV1043 第１楽章｣、メンデルスゾーン｢ヴァイオリン協
奏曲 ホ短調 op.64 第１楽章｣、ブラームス｢ヴァイオリ
ンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 op.102 第１
楽章｣、ベートーヴェン｢交響曲第７番｣他 指揮：広上淳
一 共演：仙台フィルハーモニー管弦楽団、小山実稚
恵（pf）、漆原朝子（vl）、堤剛（vc）、高木綾子（fl）、吉野
直子（hrp）他

水戸芸術館復興支援チ 2011年４月29日
ャリティー・コンサート

佐川文庫ホール ハイドン｢弦楽四重奏曲 第67番 ニ長調Hob. III-63 作
（水戸市）
品64の5『ひばり』第１楽章｣、モーツァルト｢弦楽四重奏

「芸術の灯を再び」 専
属楽団の名手たちによる
室内楽の調べ

曲 第17番 変ロ長調 K.458 『狩』第1楽章｣、ベートー
ヴェン｢弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 作品130 第５
楽章｣、ボロディン｢弦楽四重奏曲 第２番 ニ長調 第３
楽章｣、ドヴォルザーク｢弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調
作品96 『アメリカ』 第１・４楽章｣、シューマン｢ピアノ五
重奏曲 変ホ長調 作品44 ｣ 共演：小林美恵（vl）、原
田幸一郎（va）、毛利伯朗（vc）、北村朋幹（pf）

洗足学園大学 大学院
室内管弦楽団第２回定
期演奏会

2011年７月２日

桐朋学園大学附属子供 2011年７月15日
のための音楽教室 目黒
教室コンサート｢加藤知
子先生によるヴァイオリ

洗足学園前田ホ ベートーヴェン｢ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61｣
ール
指揮：山下一史

桐朋学園大学附
属 子供のため
の音楽教室 目
黒教室

エックレス｢ソナタ ト短調｣、シューベルト｢ソナチネ D384｣、クライスラー｢前奏曲とアレグロ｣バッハ「サラバン
ド BWV1004」、グラズノフ｢メディテーション｣、ラヴェル
「ツィガーヌ」 共演：梅村祐子（pf）

ン演奏とお話｣
ふれあいコンサートⅠ～ 2011年８月19日
小菅優を迎えて～

長野県松本文化 モ ー ツァ ルト ｢ ピアノ四重奏曲 第２番 変ホ長調
会館 中ホール K.493｣、プロコフィエフ｢五重奏曲 ト短調 作品39｣、バ
ルトーク｢2台のピアノと打楽器のためのソナタ｣ 演奏：
サイトウ・キネン・オーケストラメンバー[井上静香（vl）、
赤坂智子・柳瀬省太（va）、山崎伸子（vc）、幣隆太朗
（cb）、森枝繭子（ob）、中秀仁（cl）、竹島悟史・竹原美
歌（pc）、伊藤恵・小菅優（pf）]他

第37回木曽音楽祭 フェ 2011年８月26～
スティヴァルコンサート 28日

木曽文化公園文 レーガー「クラリネット五重奏曲 イ長調 op. 146」 共
化ホ ー ル （ 長野 演：山本正治（cl）、水谷晃（vl）、佐々木亮（va）、山崎伸
県）

2011年サイトウ・キネン・ 2011年９月３日
フェスティバル・松本

子（vc）
ドヴォルザーク「弦楽三重奏曲 ハ長調 op.74」共演：
漆原啓子（vl）、菅沼準二（va）
ゲッツ「ピアノ五重奏曲 ハ短調 op.16」 共演：寺嶋陸
也（pf）、赤坂智子（vl）、山崎伸子（vc）、星秀樹（cb）

上海大劇院（中 ストラヴィンスキー｢兵士の物語｣ 他
国・上海）

｢室内楽コンサート｣

2011年９月９日

新実徳英ヴァイオリン作 2011年９月29日
品展

国家大劇院（中
国・北京）
東 京 文 化 会 館 新実徳英｢ソニトゥス ヴィターリスⅠ～Ⅴ（2001～
小ホール
2007）｣、｢舞踏組曲－I Love Lucy ２台のヴァイオリンの
ための(2005)｣ 共演：寺嶋陸也（pf）,渡辺玲子（vl）

宮崎タキシード倶楽部10 2011年10月28日 宮崎県立芸術劇 ドヴォルザーク｢ピアノ五重奏曲 イ短調 作品81｣ 共
周年｢加藤知子と仲間た
場
演：川田知子(vl）、店村眞積（va）、原田禎夫（vc）、加藤
ち～室内楽への誘い～｣
洋之（pf）
バロックダンスと音楽の
スペクタクル｢舞曲は踊
る ヴェルサイユ～現
代｣

2011年11月20日 紀尾井ホール

モーツァルト｢パントマイム K.446『パンタローネとコロン
ビーネ』」、新実徳英「パッサカリアＤ」他 共演：若松夏
美（バロックヴァイオリン）、山崎伸子（vc）、安田正昭
（pf）、浜中康子（バロックダンス）他

桐朋学園大学附属子供 2011年12月17日 桐朋学園大学附 エックレス「ソナタ g-moll」、クライスラー「前奏曲とアレ
のための音楽教室 大
属子供のための グロ」、マスネ「タイスの瞑想曲」、ラヴェル「ツィガーヌ」
阪教室 クリスマスコンサ
音楽教室 大阪 共演：荻野千里（pf）
ート「ヴァイオリンとピアノ
教室
によるコンサート」
ニュー・イヤー・コンサー 2012年１月５日
ト 2012－HOPE（希望）
－

水戸芸術館コン ヘンデル「合奏協奏曲 ト長調 作品３HWV 314」、エル
サートホール
ガー「気まぐれな女 作品17」、チャイコフスキー「アン
ダンテ・カンタービレ」他 指揮：堀伝 共演：久保田巧・
小林美恵・田中直子・中村静香・沼田園子（vl）、川本嘉
子・店村眞積（va）、堀了介・松波恵子（vc）、池松宏
（cb）、工藤重典（fl）、野平一郎（pf／チェンバロ）他

加藤知子＆江口玲 リサ 2012年２月５日
イタル

和歌山市民会館

ちょっとお昼にクラシック 2012年２月10日
加藤知子・多久和怜子・
加藤洋之 華麗なメロデ
ィの競演

水戸芸術館コン モーツァルト｢歌劇『魔笛』K.620より｣、ラヴェル「ツィガ
サ ー ト ホ ー ル ーヌ」他 共演：多久和怜子（fl）、加藤洋之（pf）
ATM

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ 2012年５月４日
ジャポン『熱狂の日』音
楽祭2012

東京国際フォー チャイコフスキー「なつかしい土地の思い出」、プロコフ
ラム
ィエフ「ヴァイオリンソナタ第１番 へ短調」 共演：シャ
ニ・ディリュカ(pf)

午後の名曲コンサート 2012年５月６日
珠玉のベートーヴェン演
奏会
Best of Beethoven

ザ・ハーモニーホ ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲 第７番 変ロ長調『大
ール 小ホール 公』」他 共演：津田裕也(pf)、山崎伸子(vc)
（松本市）

第38回木曽音楽祭 フェ 2012年５月24～
スティヴァルコンサート 26日

木曽文化公園文 アレンスキー「ピアノ五重奏曲 ニ長調」、ワインガルト
化ホ ー ル （ 長野 ナー「ピアノ六重奏曲 ホ短調」他 共演：原田英代(pf)、

県）

漆原啓子(vl)、村上淳一郎(va)、花崎薫(vc)他

第13回小布施音楽祭 イ 2012年９月15・16 北斎ホール(長野 ドヴォルザーク「ピアノ三重奏曲 第４番 ホ短調『ドゥム
ブニングコンサート「弦 日
楽の楽しみ」、アフタヌー
ンコンサート「ベートーヴ
ェンの響き」

県上高井郡小布 キー』」、ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲 第７番 変ロ
施町)
長調『大公』」他 共演：伊藤恵(pf)、原田禎夫(vc)

桐朋学園音楽部門創立 2012年10月８日
60周年事業 15人の指
揮者とオーケストラによ

サントリーホール ワーグナー「『ニュルンベルクのマイスタージンガー』前
大ホール
奏曲」、ストラヴィンスキー「組曲 火の鳥」他 管弦楽：
桐朋学園同窓会オーケストラ

るグランド・コンサート
指揮者の祭典
鵠沼サロンコンサート第 2012年10月16日 レスプリ・フランセ J.S.バッハ「無伴奏ヴァイオリンソナタ 第１番 ト短調」、
316回公演 《加藤知子ヴ
ァイオリン・リサイタル》

（神奈川県）

ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ 第８番 ト長調」「第
９番イ長調『クロイツェル』」他 共演：加藤洋之(pf)

加藤知子ヴァイオリン・リ 2012年10月27日 小平市民文化会 同上
サイタル
館ルネ こだ い ら
中ホール
東日本大震災支援チャリ 2012年11月５日
ティコンサート～世界で
活躍する５人の名奏者に
よる～ピアノと室内楽の
夕べ
加藤知子と仲間たち～
室内楽への誘い～

鎌倉生涯学習セ ドビュッシー「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」、ドヴ
ンターホール
ォルザーク「ピアノ五重奏曲 イ長調」 共演：フランク・
ウィボウ(pf)他

2012年11月13～ メディキット県民 モーツァルト「ピアノ四重奏曲 第２番 変ホ長調」他
15日
文化センター演 共演：川田知子(vl)、店村眞積(va)、原田禎夫(vc)、加藤
劇ホ ー ル （ 宮崎 洋之(pf)
県宮崎市）他

加藤知子と室内楽団によ 2013年4月10日
る春のコンサート

兵庫県立芸術文 ヴィヴァルディ「四季」他
化センター
KOBELCO
大ホール

第25回記念チャリティ･コ 2013年6月8日
ンサート オペラティック

サントリーホール モンティ「チャルダッシュ」他
大ホール

ガラ
第39回木曽音楽祭 フェ 2013年8月23日
スティバル・コンサート

木曽文化公園文 ブラームス「弦楽六重奏曲第2番ト長調op.36」 共演：漆
化ホール
原啓子(Vl)他

2013年8月24日

ブルッフ「弦楽八重奏曲変ロ長調」

2013年8月25日

ワインガルトナー「八重奏曲op.73」

シューベルティアーデ

2013年9月7日

TOHO2013 イブニング
コンサート
トリオコンサート

カワイ表参道コン シューベルト「ピアノ八重奏曲ヘ長調op.166」
サートサロン「パ
ウゼ」

2013年9月29日

木更津市民会館 モーツァルト「ピアノ三重奏曲第4番K.502」他 共演：津
田裕也 他

～室内楽への誘い～加 2013年10月11日 宮崎市民プラザ ハイドン「弦楽四重奏曲第67番ニ長調『ひばり』」他
藤知子カルテット
オルブライトホー
ル
第23回ひたち室内楽フ
ェスティバル アンサン

2013年11月4日

日立シビックセン ブラームス「ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調op.100」他
ター
共演：迫昭嘉(Pf)他

ブルの祭典2013
復興支援出前コンサート 2013年11月23日 大 崎 市 民 病 院 ヘンデル「ヴァイオリンソナタ第4番ニ長調」、ベートー
待合ロビー（宮城 ヴェン「ピアノ三重奏曲第4番変ロ長調『街の歌』」他 共
2013年11月24日 県）
演：海野幹雄(Vc)、梅村祐子(Pf)
大槌町中央公民
館（岩手県）
ニューイヤーコンサート 2014年1月18日
2014 “華麗なる3大ヴァ
イオリン協奏曲”

川口総合文化セ チャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲ニ長調op.35」 指
ンター リリアホ 揮：高関健 管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽
ール
団

プロムナード･コンサート 2014年2月7日
「加藤知子&山崎伸子&
迫昭嘉トリオ･コンサート」

宇都宮市文化会 ドヴォルザーク「ピアノ三重奏曲第4番ホ短調op.90『ドゥ
館 小ホール
ムキー』」他

札幌交響楽団 定期演
奏会

札幌コンサートホ 伊福部昭「ヴァイオリン協奏曲 第2番」ソロ
ール キタラ
指揮：高関健
（2014年秋キングレコードよりCD発売）

2014年5月31日

スズキメソード夏期学校 2014年8月5日
スペシャルコンサート

キッセイ文化ホー シューマン「ピアノ五重奏曲」
ル
共演：原田禎夫(Vc)他

第40回木曽音楽祭
2014年8月23日、 木曽文化公園
フェスティバル・コンサー 24日
文化ホール

ラインベルガー「九重奏曲 変ホ長調」、R.シュトラウス/
レオポルド編「メタモルフォーゼン」 共演：

ト

佐々木亮(Va)他

サイトウ・キネン・フェステ 2014年8月30日
ィバル松本 ふれあいコ
ンサート

ザ・ハーモニーホ ドビュッシー「弦楽四重奏曲 ト短調」
ール（松本市）

サイトウ・キネン・オーケ 2014年8月29日、 キッセイ文化ホー ベルリオーズ「幻想交響曲」 指揮：小澤征爾
ストラ・コンサート
31日、9月2日
ル

室内楽コンサート

2014年9月28日

葉山町
福祉文化会館

共演：シュテファン・フッソング（Ac）、原田禎夫(Vc)

第24回ひたち室内楽フ
ェスティバル アンサン
ブルの祭典2014

2014年10月5日

日立シビック
センター

ストラヴィンスキー「兵士の物語」他
共演：迫昭嘉(Pf)、横川晴児(Cla)

室内楽への誘い
加藤知子カルテット

2014年10月10日 宮崎県立芸術劇 ベートーヴェン「弦楽四重奏曲ハ長調 ラズモフスキー
場 演劇ホール 第3番」他
共演：川田知子(Vn)、原田禎夫(Vc)他

題名のない音楽会
（公開録画）

2014年11月19日 東京オペラシティ サン＝サーンス「動物の謝肉祭」
コンサートホール 共演：児玉麻里、児玉桃(Pf)他

日本ブラームス協会 ブ 2014年12月7日
ラームス〈珠玉の室内楽
作品〉

銀座ヤマハホー ブラームス「弦楽五重奏曲第1番 ヘ長調」
ル
「弦楽五重奏曲第2番 ト長調」

弦楽アンサンブルの楽
しみ

2015年1月17日

長野県
伊那文化会館

ヴィヴァルディー「四季」

ラ・フォルジュルネ

2015年5月3日

読売ホール

チャイコフスキーピアノ三重奏曲
山崎伸子 他

第57回小布施楽友会コ
ンサート

2015年5月23日

北斎ホール

ドビュッシー ヴァイオリンソナタ
フォーレ ヴァイオリンソナタ 他
ｐｆ 伊藤恵

音楽交流NPOチャリティ 2015年6月13日
ーコンサート

紀尾井ホール

モーツァルト VlとVaのための二重奏
シューベルト ピアノ五重奏「ます」
伊藤恵、吉田秀 他

霧島国際音楽祭コンサ
ート

2015年7月25日

みやまコンセー ヘンデル ソナタNo.4
ル
シューマン ピアノ四重奏
堤剛、練木繁夫 他

木曽音楽祭

2015年8月21日
～23日

木曽文化ホール ドボルザーク 弦楽六重奏
リャプノフ ピアノ六重奏
山崎伸子 他

鵠沼サロンコンサート

2015年9月15日

エスプリ・フランセ ベートーベン VlソナタNo.2
ブラームス VlソナタNo.2
プロコフィエフ VlソナタNo.2
ｐｆ 加藤洋之

第13回室内楽演奏会

2015年12月3日

宮﨑県立芸術劇 モーツァルト ピアノ三重奏
場演劇ホール
ラベル 弦楽四重奏 他

店村眞積、原田禎夫 他
舞曲は踊るⅡ

2015年12月6日

紀尾井ホール

山崎伸子 他

室内楽コンサート

2016年2月23日

北海道下川町

チャイコフスキー ピアノトリオ 他
伊藤恵、山崎伸子

サンデークラシックコン
サート

2016年3月27日

吉祥寺サンシティ バチェビッツ 4本のVl 他
ホール

室内楽演奏会

2016年7月10日

湘南文化センタ モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏
ー市民シアター

霧島音楽祭 室内楽演

2016年7月28日

ブラームス：弦楽六重奏第1番
名倉淑子、倉田澄子、川本嘉子 他

ミヤマコンセール チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲

奏会

練木繁男、ソ・ジン

霧島祝祭オーケストラ

2016年8月3日

鹿児島 宝山ホ ベートーヴェン：交響曲第8番、第9番
ール
cd. 下野竜也

木曽音楽祭コンサート

2016年8月26日

木曽文化公園
文化ホール

ブラームス：クラリネット五重奏曲
山本正治、漆原啓子、花崎薫 他

木曽音楽祭コンサート

2016年8月27日

木曽文化公園
文化ホール

ブルッフ：ピアノ五重奏曲
寺嶋陸也 他

桐朋学園ファカルティコ 2016年9月10日

表参道 カワイサ ブラームス：弦楽六重奏曲第1番

ンサート

ロン

久保田巧、店村眞積、佐々木亮、毛利伯郎、
銅銀久弥

第324回 神奈川フィル
定期公演

2016年11月18日 横浜み なと み ら 伊福部昭：ヴァイオリン協奏曲第2番
いホール
cd. 秋山和慶

迫昭嘉の第九 Vol.2

2016年12月24日 白寿ホール

ベートーヴェン：ヴァイオリン･ソナタ第5番
pf. 迫昭嘉

東京春祭

2017年4月6日

上野文化会館
小ホール

シューベルト：vlとpfのためのソナチネ第2番 イ短調
D.385 ｐｆ 伊藤 恵
シューベルト：八重奏曲 ヘ長調 D.803
vc.山崎伸子 cb.吉田秀 cl.藤井洋子 他

木曽音楽祭

2017年8月26日

木曽文化公園
ホール

ベートーベン：六重奏変ホ短調
Hr.日高剛、日橋辰郎 vl.漆原啓子 vc.安田謙一郎
他
チェルニー：九重奏曲 vl.水谷晃 他

木曽音楽祭

2017年8月27日

木曽文化公園
ホール

シューマン：ピアノ四重奏曲 op.47
pf.寺嶋陸也 va.佐々木亮 vc.安田謙一郎

生徒主催による演奏会

2017年9月24日

仙川フィックス
ホール

秋の紅葉コンサート
ｖｌデュオの夕べ

2017年10月21日 裏磐梯高原ホテル

ビバルディ：四季 現生徒、卒業生有志 vc.宮田大 他

ルクレール：2本のvlのためのソナタ
バルトーク：44のデュオより
プロコフィエフ：2つのvlのためのソナタ op.56
Vl.戸田弥生

バッハと弦楽四重奏

2017年12月9日

宗次ホール

バッハ：無伴奏パルティータ第2番
シューベルト：弦楽四重奏「死と乙女」
vl.川田知子 va.店村眞積 vc.原田禎天

バッハと弦楽四重奏

2017年12月10日 川口リリアホール バッハ：無伴奏パルティータ第2番
シューベルト：弦楽四重奏「死と乙女」
vl.川田知子 va.店村眞積 vc.原田禎天

堀了介室内楽演奏会

2018年1月11日

浜離宮朝日ホール シューマン：ピアノ四重奏曲 op.47
ブラームス：ピアノ四重奏曲第一番 op.25
pf.仲道郁代 va.店村眞積 vc.堀了介

室内楽演奏会

2018年3月25日

相模大野グリー ブラームス：ヴァイオリンソナタ第2番 op.100
ンホール
pf.伊藤恵
シューマン：ピアノ三重奏曲第１番 op.63
pf.伊藤恵 vc.山崎伸子

伊那音楽祭

2018年6月30日

長野県伊那文化 モーツァルト セレナーデ第 13 番 K525
会館
「アイネクライネナハトムジーク」藤原浜雄、毛利伯郎、
渡辺玲子 他
ドボルザーク 弦楽四重奏第 12 番へ長調「アメリカへ」
渡辺玲子、中村静香、山本裕康

同上

2018年7月1日

同上

メンデルスゾーン 弦楽八重奏変ホ長調 op.20 渡辺玲
子、藤原浜雄、久保陽子、店村眞積、中村静香、毛利伯
郎、山本裕康

室内楽コンサート

2018年7月26日

みやまコンセー ベートーヴェン セレナーデ op.25 工藤重典、店村眞
ル
積
モーツァルト F1 四重奏 第１番 K285 工藤重典、店村
眞積、田中雅弘

室内楽コンサート

2018年8月24日

木曽文化公園文 チャイコフスキー 弦楽六重奏曲 op.70
化ホール
「フィレンツェの想い出」
漆原啓子、村上淳一郎、大島 亮、伝田正則、辻本 玲

同上

2018年8月25日

同上

スタンフォード 九重奏曲 へ長調 op.95 白井
圭、大島 亮、辻本 玲、菅原政彦、
佐久間由美子、金子 平、河村幹子、日高 剛

芸大教授との室内楽コ

2018年10月8日

芸大奏楽堂

ンサート

ドビュッシー ヴァイオリンソナタ迫
昭嘉
フォーレ ピアノ五重奏 第 2 番ハ短調 op.115
伊藤 恵、久保田巧、佐々木亮、長谷川陽子

イザイ音楽祭ジャパン

2018年10月18日 福岡福銀ホール イザイ 冬の歌 水本 桂イザイ 無

2018

伴奏ソナタ 第 5 番 op.27-5 五重
奏版
フィリップ・グラファン、小林美恵、今井信子、岡本侑也
ショーソン 詩曲 六重奏版フィリップ・グラファン、小林
美恵、今井信子、岡本侑也、水本 桂
同上

木の香りコンサート

2018年10月20日 東京文化会館小 同上
ホール
2018年10月31日 桐朋学園大学調 ドビュッシー ヴァイオリンソナタ 阿部 美果子
布キャンパス

東京の春音楽祭 2019 2019 年 4 月 5 日 旧東京音楽学校 ブラームス ホルン三重奏曲変ホ長調 op.40 伊藤恵
奏楽堂
クララ・シューマン生誕
(Pf)、日高剛(Hr)
200 年に寄せて
木曽音楽祭

2019 年 8 月 23 日 木曽文化公園
文化ホール

ライネッケ ピアノ五重奏曲イ長調 op.83
寺島陸也(Pf)、白井圭(Vl)、佐々木亮（Va）、辻本玲
(Vc)

木曽音楽祭

2019 年 8 月 24 日 木曽文化公園
文化ホール

ショーソン ヴァイオリン・ピアノ弦楽四重奏のためのコン
セールニ長調 op.21
久保陽子(Vl)、白井圭(Vl)、大島亮(Va)、伝田正則(Vc)

木曽音楽祭

2019 年 8 月 25 日 木曽文化公園
文化ホール

メンデルスゾーン 弦楽八重奏曲ホ長調 op.20
白井圭(Vl)、漆原啓子(Vl)、水谷晃(Vl)、佐々木亮(Va)、
大島亮(Va)、伝田正則(Vc)、山崎伸子(Vc)

中井恒仁＆武田美和子 2019 年 11 月 21 東京文化会館小 サン=サーンス 動物たちの謝肉祭
日
ホール
佐々木歩（Vl）、佐々木亮(Va)、長谷川陽子(Vc)、吉田秀
デュオリサイタル
(Cb)、神田寛明（Fl）、亀井良信(Cl)、小島光（Pc）、腰野
真那(Pc)
中井恒仁(Pf)、武田美和子(Pf)

イザイ協会楽譜出版記 2019 年 11 月 23 旧東京音楽学校 ショーソン コンセール op.21 戸田弥生
日
奏楽堂
念コンサート
(Vl)、大江馨(Vl)、佐々木亮(Va) 伊東裕
(Vc)、津田裕也(Pf) イザイ エクスタッセ
藤井一興(Pf)
ショーソン 詩曲op.25（イザイ版に基づく室内楽編曲版）
戸田弥生(Vl)、大江馨(Vl)、佐々木亮(Va) 伊東裕(Vc)、
藤井一興(Pf)
2020 年 9 月 15 日 レスプリフランセ

リサイタル

モーツァルト
シュトラウス
クライスラー
マスネ

ヴァイオリンソナタ
ヴァイオリンソナタ
シンコペーション
タイスの瞑想曲

K. 301

ピアノ：加藤 洋之
デュオリサイタル

2021 年 2 月 6 日 川口総合文化セ バッハ
ンター リリア音楽
ホール

無伴奏パルティータ 第2番 ニ短調

BWV. 1004より
サラバンド シャコンヌ
モーツァルト ヴァイオリンとビオラのための二重奏曲
ト長調 K423
コダーイ
ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲
作品7
ハルボルセン パッサカリア
チェロ：宮田 大

デュオリサイタル

2021 年 2 月 23 日 盛岡市文化ホー バッハ
ル 小ホール

無伴奏パルティータ 第2番 ニ短調
BWV. 1004より
サラバンド シャコンヌ
モーツァルト ヴァイオリンとビオラのための二重奏曲
ト長調 K423
コダーイ
ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲
作品7
ハルボルセン パッサカリア
チェロ：宮田 大

三井物産クラシックコン 2021 年 3 月 15 日 三井ホール
（大手町）
サート 2021

バッハ ブランデンブルグ協奏曲 第5番
フルート：工藤重典／チェンバロ：中野振一郎 他

■ 研究報告書・翻訳・教科書等
表題
なし

単著／共著

年月日

発行雑誌・学会等の名称

摘要

■ 学会・学術研究会での発表・講演
表題

単独／共同

年月日／会場

発表学会の名称

摘要

なし
■ 教育・校務に関する業績
年月日

摘要

【学内校務】
2013年4月～
2013年4月～

弦楽器部会 主任
札幌教室 室長

2013年4月～
2013年4月～

教育計画検討委員
ディプロマ･コース運営委員

■ その他の業績
年月日

摘要

1978年

第47回日本音楽コンクール 第１位・レウカディア賞

1979年

海外派遣コンクール 特別賞

1980年８月

タングルウッド音楽祭 メイヤー賞

1981年9月から1983年８月 文化庁派遣研修員に選ばれ、2年間、ジュリアード音楽院に留学。
まで
1982年

第7回チャイコフスキー国際コンクール 第2位

2005年

第15回日本クラッシック音楽コンクール優秀指導者賞

2006年

第16回日本クラッシック音楽コンクール優秀指導者賞

2007年

第17回日本クラッシック音楽コンクール優秀指導者賞

[ＣＤリリース]
1997年３月20日

1998年１月

「オペラ座の夜～オペラ・オン・ヴ」をコロムビアミュージックエンタテインメントよりリリース。
1. 「ポーギーとベス」～サマー・タイム(ガーシュウィン/丸山和範) 2. カルメン幻想曲(サラ
サーテ/ワックスマン) 3. 「ジャンニ・スキッキ」～私のお父さん(プッチーニ) 4. 「はかなき人
生」～スペイン舞曲第1番(ファリャ/クライスラー) 5. 「オルフェオとエウリディーチェ」～メロ
ディー(グルック/同) 6. 「マヴラ」~ロシアの歌(ストラヴィンスキー) 7. 「3つのオレンジへの
恋」～行進曲(プロコフィエフ) 8. 「セルセ」～ラルゴ(ヘンデル) 9. 「アドリアーナ・ルクヴル
ール」～私は、芸術家の下僕(チレア/丸山和範) 10. 「セヴィリアの理髪師」～フィガロ(ロッ
シーニ/カステルヌオーヴォ=テデスコ) 11. タイスの暝想曲(マスネ) 共演：江口玲(Pf)
「エストレリータ～ヴァイオリン名曲集」をコロムビアミュージックエンタテインメントよりリリー
ス。
1. 愛の挨拶op.12(エルガー) 2. ノクターン嬰ハ短調遺作(ショパン~ミルシュテイン編)
3. 「バール・シェム」~ニーグン/シム・ハストラー(ブロッホ) 4. 暝想曲op.32(グラズノフ)
5. 歌の翼に(メンデルスゾーン~ハイフェッツ編) 6. 気まぐれ女op.17(エルガー) 7. G
線上のアリア(バッハ) 8. バンジョーとフィドル(クロール) 9. 夜想曲とタランテラ
op.28(シマノフスキ) 10. エストレリータ~小さな星(ポンセ~ハイフェッツ編) 共演・ダン・サ

ンダース(Pf)
1998年４月21日

「朝の歌～エルガー作品集」をコロムビアミュージックエンタテインメントよりリリース。
1. 夜の歌op.15-1 2. 朝の歌op.15-2 3. 6つのとてもやさしい小品op.22 4. 愛の挨
拶op.12 5. 気まぐれ女op.17 6. マズルカop.10-1 7. ため息op.70 8. ヴァイオリ
ン・ソナタop.82 9. カント・ポポラーレ 共演：江口玲(Pf)

1998年5月21日

「新しい大江光」をコロムビアミュージックエンタテインメントよりリリース。

1998年11月21日

「グラン・タンゴ～加藤知子&フッソング ｐｌａｙ バッハ&ピアソラ」をコロムビアミュージックエ
ンタテインメントよりリリース。

1999年７月17日

「アダージョ・クラシック by DENON J-CLASSICS」をコロムビアミュージックエンタテイン
メントよりリリース。

2001年５月19日

「エターナル・・・ヴァイオリン&チェロ」をコロムビアミュージックエンタテインメントよりリリー
ス。

2002年９月21日

「飛べない鳥~加羽沢美濃クラシカル・コンポジション」をコロムビアミュージックエンタテイ
ンメントよりリリース。

2003年６月25日

「NHK名曲アルバム24 特選名曲集~イタリア奇想曲 [Compilation]」「NHK名曲アルバム23
特選名曲集~英雄ポロネーズ [Compilation]」をユニバーサル ミュージック クラシックよりリ
リース。

2003年７月23日

「チゴイネルワイゼン~ヴァイオリン名曲集」をコロムビアミュージックエンタテインメントよりリ
リース。

2005年12月21日

「朝の歌～エルガー作品集」をコロムビアミュージックエンタテインメントよりリリース。

2006年10月４日

「NHK名曲アルバム エッセンシャルシリーズ14 トゥーランドット イタリア(2)」「NHK名曲ア
ルバム エッセンシャルシリーズ7 フィンランディア 北欧」「NHK名曲アルバム エッセンシ
ャルシリーズ29 モンティのチャールダーシュ 東欧(3)」をキングよりリリース。

2006年12月20日

「イザイ:無伴奏ヴァイオリンソナタ（全６曲）」をコロムビアミュージックエンタテインメントより
リリース。
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 作品27 ソナタ第1番ト短調(ヨゼフ・シゲティに)、無伴奏ヴァイ
オリン・ソナタ 作品27 ソナタ第2番イ短調(ジャック・ティボーに) 無伴奏ヴァイオリン・ソ
ナタ 作品27 ソナタ第3番ニ短調《バラード》(ジョルジュ・エネスコに) 無伴奏ヴァイオリ
ン・ソナタ 作品27 ソナタ第4番ホ短調(フリッツ・クライスラーに) 無伴奏ヴァイオリン・ソナ
タ 作品27 ソナタ第5番ト長調(マチュー・クリックボームに) 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ
作品27 ソナタ第6番ホ長調(マヌエル・デ・キローガに)

2007年12月19日

「バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」をコロムビアミュージックエン
タテインメントよりリリース。

2008年５月28日

「フレックス・クラシックス1200 愛と喜びのクラシック」「フレックス・クラシックス1200 ノスタル

ジア・クラシック」をコロムビアミュージックエンタテインメントよりリリース。
2009年５月27日

シューマン「ヴァイオリン・ソナタ集」をインディペンデントコロムビアからリリース。
収録：シューマン「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ 第1番 op.105」「ヴァイオリンとピア
ノのためのソナタ 第2番 op.121」「3つのロマンス op.94」 共演：江口玲（pf）

[音楽祭参加]
1996年８月30日～９月３日

ライプツィヒ音楽祭（ドイツ）

1997年12月４～９日
1998年11月24～29日

ライプツィヒ音楽祭（ドイツ）
ライプツィヒ音楽祭（ドイツ）

1998年８月２～９日

オウルンサロ音楽祭（ヘルシンキ）

1998年８月
1999年８月
2000年８月

第24回木曽音楽祭
第25回木曽音楽祭
第26回木曽音楽祭

2001年８月
2002年８月
2003年８月
2004年８月
2005年８月
2006年８月
2007年８月
2008年８月21～24日
2009年8月20～23日

第27回木曽音楽祭
第28回木曽音楽祭
第29回木曽音楽祭
第30回木曽音楽祭
第31回木曽音楽祭
第32回木曽音楽祭
第33回木曽音楽祭
第34回木曽音楽祭
第35回木曽音楽祭

2008年８月17日

軽井沢八月祭2008 リサイタル・シリーズに参加。 共演：堀米ゆず子(vl)、伊藤恵(pf)

2009年8月28・29日

第10回小布施音楽祭（長野県）

2009年11月3日

ながさき音楽祭2009・記念オーケストラ演奏会（長崎県 ブリックホール大ホール）

[コンクール審査]
2005年
2006年
2007年

第74回日本音楽コンクール 審査
第75回日本音楽コンクール 審査
第76回日本音楽コンクール 審査

[音楽祭]
2011年８月20・21日
2011年８月22～28日

（長野県）第12回小布施音楽祭
（長野県）第37回木曽音楽祭

[マスタークラス]
2014年8月6日～8日

スズキ・メソード夏期学校 ヴァイオリンマスタークラス 講師

[コンクール審査]
2014年10月25日

第83回日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 審査

［コンクール審査］
2015年9月24日～29日、10 第84回日本音楽コンクール審査
月25日

2016年1月12日～17日
［マスタークラス］
2015年7月19日～8月2日
【コンクール審査】
2016年5月21～23日
2016年5月27～29日
2016年8月28～30日

第6回仙台国際音楽コンクール 第1次DVD審査
霧島音楽祭講習会マスタークラス
第6回 仙台国際コンクール ヴァイオリン部門 1次予選 日立システムズホール仙台
第6回 仙台国際コンクール ヴァイオリン部門 2次予選 日立システムズホール仙台
第85回 日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 1次予選 トッパンホール

2016年8月31日～9月1日
2016年9月2日
2016年10月29日

第85回 日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 2次予選 トッパンホール
第85回 日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 3次予選 トッパンホール
第85回 日本音楽コンクール ヴァイオリン部門 本選 東京オペラシティ・コンサートホー
ル

2016年12月4日

第70回 全国日本学生音楽コンクール 全国大会 ヴァイオリン部門（小学校・中学校）
横浜みなとみらいホール
第70回 全国日本学生音楽コンクール 全国大会 ヴァイオリン部門（高等学校）
横浜みなとみらいホール

2016年12月5日

【マスタークラス】
2016年7月25日～8月6日

霧島音楽祭マスタークラス

【コンクール審査】
2017年12月3日
2017年12月4日
2018年1月9日
2020年9月8日～10日
2020年9月11日、12日
2020年9月13日
2020年10月25日

毎日学生音楽コンクール全国大会審査 小学校・中学校の部 みなとみらいホール
毎日学生音楽コンクール全国大会審査 高校生の部
みなとみらいホール
MMCJ 弦楽器部門審査 マエストローラ音楽院
第89回 日本音楽コンクール（第一次審査）
第89回 日本音楽コンクール（第二次審査）
第89回 日本音楽コンクール（第三次審査）
第89回 日本音楽コンクール（本選審査）

