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水戸室内管弦楽団第82回定 2011年７月９・10 水戸芸術館、サントリ J.S. バ ッ ハ 「 管 弦 楽 組 曲 第 １ 番 ハ 長 調
期演奏会 チャリティーコン 日
ーホール
BWV1066」、ハイドン「ピアノ協奏曲 ニ長調
サート in TOKYO

Hob.XVIII:11」、シューベルト「交響曲 第５番 変
ロ長調 D.485」 共演：小菅優（pf）、井上静香
（vl）、川本嘉子（va）、上村昇（vc）、河原泰則
（cb）、工藤重典（fl）、フィリップ・トーンドゥル
（ob）、猶井正幸（hr）他

サイトウキネンフェスティバル
松本
2011年８月

松本市芸術館、松本 チャイコフスキー｢幻想序曲『ロメオとジュリエッ
文化会館（長野県） ト』」｢交響曲 第４番 ヘ短調 作品36｣、バルトー
ク｢ピアノ協奏曲 第３番 ホ長調 Sz.119｣ 指揮：
ディエゴ・マテウス 共演:ピーター・ゼルキン(pf)
北京（中国）

サイトウキネンオーケストラ
北京公演

2011年９月

水戸室内管弦楽団第8４回定 2012年7月7・8日 水戸芸術館
期演奏会

サン=サーンス「ピアノ協奏曲 第２番 ト短調
作品22」、ベートーヴェン「交響曲第１番 ハ長調
作品２」他 指揮：準・メルクル 共演：児玉桃(pf)

サイトウキネンフェスティバル 2012年8月23,25 キッセイ文化ホール オネゲル「火刑台上のジャンヌ・ダルク」 指揮：
松本 オーケストラコンサート 日
（長野県松本文化会 山田和樹
館）
サイトウキネンフェスティバル 2012年８月
松本
19,26,29日

まつもと市民芸術館

水戸室内管弦楽団第8５回定 2012年10月20・ 水戸芸術館
期演奏会
21日
NHKベストオブクラシック＆ 2013年4月6日
クラシック倶楽部公開収録

ハイドン「交響曲第104番 ニ長調」、ルブラン
「オーボエ協奏曲第１番 ニ短調」他 指揮・ob：
ハインツ・ホリガー
シューベルト「交響曲第３番 ニ長調」、R・シュト
ラウス「アルプス交響曲 op.64」 指揮：ダニエ
ル・ハーディング

山梨県南アルプス市 モ ー ツ ァ ル ト 「 バ イ オ リ ン ・ ソ ナ タ ト 長 調
桃源文化会館
K.301」、 シューベルト「ソナチネ 第2番 イ短
調 D.385」、 シューベルト「華麗なるロンド ロ短
調 D.895」、 R.シュトラウス「バイオリン・ソナタ

変ホ長調 作品18」、 クライスラー「メロディー、
美しいロスマリン、ウィーン奇想曲」
共演：村田千佳(Pｆ）
平成25年度 なとり音楽活性 2013年6月
化事業 小学校アウトリーチ

宮城県名取市小学 共演：村田千佳（Pｆ）
校（11校）

被災者アウトリーチ受託事業 2013年7月21日 名取市文化会館
／なとり音楽活性化事業 「わ
くわく楽しい音楽会」

ハイドン「ピアノ三重奏曲第39 番 Hob.25 ト長
調」「ジプシー・トリオ」、J.S. バッハ「シャコン
ヌ」、メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲第2 番」
他
共演：三宅進（Vc）、村田千佳（Pf）

水戸室内管弦楽団第87回定 2013年7月6日、 水戸芸術館、サントリ 指揮：準・メルクル
期演奏会、東京公演

7日、8日

ーホール

サイトウキネンフェスティバル 2013年8月、9月 松本市芸術館、長野 指揮：小澤征爾他
松本
県松本文化会館
シ ュ ー ベ ル テ ィ ア ー デ 2013年9月3日
TOHO2013

カワイ表参道コンサ シューベルト「ソナチネ第2番イ短調」
ートホール「パウゼ」 共演：新井博江（Pf）
水戸芸術館

水戸室内管弦楽団第88回定 2013年10月5日
期演奏会
、6日

指揮：ラデク・バボラーク
横浜みなとみらいホ

ピアノと仲間たち30周年記念 2013年12月15日 ール
演奏会

シューベルト「ピアノ五重奏曲『鱒』」、ブラームス
「
ピアノ五重奏曲 作品34」
共演：三浦郁子（Pf）、木全利行（Vn）、飛澤浩人
（Va）、藤村俊介（Vc）、市川雅典（Cb）

水戸芸術館
水戸室内管弦楽団第89回定 2014年1月17日
期演奏会
、19日
熱狂の日音楽祭

2014年5月3日

指揮：小澤征爾、ナタリー・シュトゥッツマン
東京国際フォーラム

久保田巧ヴァイオリンコンサ 2014年5月15日 コンサートホール
ート
ラリール

バッハ「無伴奏パルティータ第3番」「第２番」
モーツアルト「ソナタ ト長調 KV379」、シュー
ベルト「ソナタ イ長調 D574」、クライスラー「ロ
マンス Op.4」「羊飼いのマドリガル」「スケルツォ
（ディッタースドルフの様式による）」「美しきロス
マリン」「愛の悲しみ」「愛の喜び」
共演：村田千佳（Pf）

水戸室内管弦楽団第90回
定期演奏会、川崎公演

2014年5月23日 水戸芸術館、
指揮：小澤征爾
、25日、27日
ミューザ川崎シンフ
ォニーホール

久保田巧ヴァイオリン
リサイタル

2014年6月14日 見附市文化ホール
アルカディア

モーツアルト「ソナタ ト長調KV379」、ベートー
ヴェン「ソナタ 第7番ハ短調Op.30-2」、シュー
ベルト「ソナタ イ長調」、クライスラー「前奏曲と
アレグロ」「メロディー」「愛の悲しみ」
「愛の喜び」 共演：津田裕也（Pf）

サイトウキネンフェスティバル 2014年8月、9月 松本市芸術館、
指揮：小澤征爾、ファビオ・ルイージ他
松本
長野県松本文化会
館
水戸室内管弦楽団第91 回
定期演奏会

2014年10月4日 水戸芸術館
、5日

指揮：ハインツ・ホリガー

前橋汀子カルテット

2014年11月8日 戸塚区民文化ホー ベートーヴェン「弦楽四重奏曲第4番ハ短調
、15日、16日、21 ル、アートスペース・ op.18-4」「第8番ホ短調op.59-2『ラズモフスキー
日
オー、桐生市市民文 第2番』」「第16番ヘ長調op.135」
化会館、よみうり大手 共演：前橋汀子(Vn)、川本嘉子(Va)、
町ホール
原田禎夫(Vc)

水戸室内管弦楽団第92回
定期演奏会

水戸芸術館

指揮：小澤征爾

2015年1月16日
、18日

久保田巧～クライスラー
ヴァイオリン作品30曲演奏会 2015年2月1日

武蔵野市民文化会 クライスラー「愛の悲しみ」「ルイ13世の歌とクー
館
プランのスタイルによるパヴァーヌ」「ハフナー・
セレナーデのロンド （原曲： モーツァルト／編
曲： クライスラー）」「羊飼いの牧歌」「道化役者
のセレナード」「ロマンチックな子守歌 作品９」
「ディッタースドルフのスタイルによるスケルツ
ォ」「中国の太鼓 作品3」「ジプシーの女」「ベー
トーヴェンの主題によるロンディーノ」「ロマンス
作品4」「ウィーン風小行進曲」「プロヴァンスの朝
の歌（クープランのスタイルによる）」「ロンドンデ
リー・エアー（アイルランド民謡／編曲： クライス
ラー）」「コレルリの主題による変奏曲（タルティー
ニのスタイルによる）」「レチタティーヴォとスケル
ツォ・カプリス 作品6」「ユーモレスク（原曲： ドヴ
ォルザーク／編曲： クライスラー）」「メロディー
（グルック「オルフェオとエウリディーチェ」より）」
「才たけた貴婦人（クープランのスタイルによ
る）」「踊る人形（原曲： ポルディーニ／編曲： ク
ライスラー）」「楽園で（原曲： クラカウアー／編
曲： クライスラー）」「テンポ・ディ・メヌエット（プニ
ャーニのスタイルによる）」「真夜中の鐘（ホイベ
ルガー「オペラ舞踏会」より）」「オールド・リフレイ
ン（原曲： ブランドル／編曲： クライスラー）」
「前奏曲とアレグロ（プニャーニのスタイルによ
る）」「シシリエンヌとリゴードン」「美しきロスマリ

ン」「シンコペーション」「ウィーン奇想曲 作品２」
「愛の喜び」
共演：村田千佳（Pf）
ピアノと仲間たち

横浜ゲーテ座ホー モーツアルト「ピアノとヴァイオリンのためのソナ
2015年2月22日 ル
タヘ長調 KV.376」、シューベルト「ヴァイオリン
とピアノのための二重奏曲イ長調 D.574 作品
162」、ブラームス「ヴァイオリンとピアノのための
ソナタ第2番イ長調 作品100」
共演：三浦郁子（Pｆ）

水戸室内管弦楽団第93回

2015年5月15日 水戸芸術館

ゲルスター：ティンパニと弦楽オーケストラのた

定期演奏会

、17日

めのカプリチェット、ベートーヴェン：交響曲第2
番
ニ長調Op.36他
指揮：小澤征爾

久保田巧ヴァイオリンリサイタ 2015年5月24日 経堂北教会
ル

バッハ:無伴奏ソナタ第2番イ短調BWV1003、イ
ザイ:無伴奏ソナタ第2番Op.27－2、バッハ：無伴
奏パルティータイ短調BWV1013、プロコフィエ
フ：無伴奏ソナタOp.119、クライスラー:レチタテ
ィーヴォとスケルツォ･カプリス

久保田巧ヴァイオリンリサイタ 2015年5月31日 サンシティ調布、
ル
サンシティ吉祥寺

クライスラー：テンポ・ディ・メヌエット、シューベ
ルト：ソナチネ第1番、グルック＝クライスラー：メ
ロディー、モーツアルト＝クライスラー：ハフナー
セレナーデのロンド、ドヴォルザーク：ロマンティ
ックな小品Op.75より第1曲、クライスラー：前奏曲
とアレグロ、オールドリフレイン、美しきロスマリ
ン、愛の悲しみ、愛の喜び
ピアノ：青木ゆり

オリーブの木チャリティコン 2015年6月5日
サート

サロンテッセラ

久保田巧ヴァイオリンリサイタ 2015年6月12日 鎌倉教会
ル

モーツアルト：ソナタ ト長調 KV379、シューベ
ルト：ソナタ イ長調 D574、コルンゴルト：「シュ
トラウス物語」（ピアノ・ソロ）、クライスラー：ロマン
ス Op.4、羊飼いのマドリガル、スケルツォ ディ
ッタースドルフの様式による、美しきロスマリン、
愛の悲しみ、愛の喜び
ピアノ：村田千佳
シューベルト:ソナチネ第1番ニ長調、ブラーム
ス：ソナタ第1番ト長調、クライスラー：テンポ・デ
ィ・メヌエット、モーツアルト＝クライスラー：ハフ
ナーセレナーデのロンド、グルック＝クライスラ
ー：メロディー、クライスラー：前奏曲とアレグロ、
ポルディーニ＝クライスラー：踊る人形、クライス
ラー：美しきロスマリン、愛の悲しみ、愛の喜び
ピアノ：村田千佳

指揮：小澤征爾、ファビオ・ルイージ 他
セイジ・オザワ松本フェス
ティバル

2015年8月、9月 松本市芸術館、

ドヴォルザーク：４つのロマンティックな小品、シ

長野県松本文化会 ューマン：ダヴィッド同盟舞曲集 Op.6（ピアノ・ソ
館
ロ）、

神戸ビエンナーレまちなかコ 2015年9月21日 兵庫県立美術館

バッハ：無伴奏パルティータ第2番よりシャコン

ンサート

ヌ、ストラヴィンスキー：イタリア組曲
ピアノ：菊地葉子

久保田巧ヴァイオリンリサイタ 2015年9月26日 見附市文化ホール モーツアルト：ヴァイオリンソナタ 変ロ長調
ル

アルカディア

KV454、グリーグ：ヴァイオリンソナタ第3番 ハ短
調 Op.45、リヒャルト・シュトラウス：ヴァイオリンソ
ナタ 変ホ長調 Op.18クライスラー：ウィーン奇想
曲、美しきロスマリン、愛の喜び
ピアノ：津田裕也

水戸室内管弦楽団第94回定 2015年11月20日 水戸芸術館
期演奏会
、21日

ハイドン：交響曲第102番変ロ長調、モーツアル
ト：ピアノ協奏曲第21番ハ長調KV467、交響曲第
41番ハ長調KV551「ジュピター」
指揮：広上淳一、 ピアノ：児玉桃

水戸室内管弦楽団豊田公演 2015年11月22日 豊田市コンサートホ ハイドン：交響曲第102番変ロ長調、モーツアル
ール
ト：ピアノ協奏曲第21番ハ長調KV467、交響曲第
41番ハ長調KV551「ジュピター」
指揮：広上淳一、 ピアノ：児玉桃
マーラー祝祭オーケストラ特
別演奏会

2016年2月28日 ミューザ川崎

水戸室内管弦楽団第95回定
期演奏会
2016年3月25日 水戸芸術館
、27日

水戸室内管弦楽団サントリー 2016年3月29日 サントリーホール
ホール公演

マーラー：交響曲第8番「千人の交響曲」
ゲストコンサートミストレスとして
指揮：井上喜惟
シベリウス：劇音楽「クレオマ」作品44より「悲しき
ワルツ」、モーツアルト：クラリネット協奏曲イ長調
KV622、ベートーヴェン：交響曲第5番ハ短調
Op.67
指揮：小澤征爾
シベリウス：劇音楽「クレオマ」作品44より「悲しき
ワルツ」、モーツアルト：クラリネット協奏曲イ長調
KV622、ベートーヴェン：交響曲第5番ハ短調
Op.67
指揮：小澤征爾

トッパンホール15周年室内楽 2016年5月16日 トッパンホール
フェスティバル

シェーンベルク：浄められた夜 Op.4
クリスティアン・テツラフ（ヴァイオリン）
レイチェル・ロバーツ／原 麻理子（ヴィオラ）
ターニャ・テツラフ／マリー=エリザベート・ヘッカ
ー（チェロ）

トッパンホール15周年室内楽 2016年5月19日 トッパンホール
フェスティバル

モーツァルト：ピアノ四重奏曲 ト短調 K478
鈴木 学（ヴィオラ）
マリー=エリザベート・ヘッカー（チェロ）
マーティン・ヘルムヘン（ピアノ）

トッパンホール15周年室内楽 2016年5月21日 トッパンホール

ド ヴ ォ ル ジャ ー ク ： ピ アノ 五重奏曲 イ長調

フェスティバル

Op.81
クリスティアン・テツラフ（ヴァイオリン）
鈴木 学（ヴィオラ）
マリー=エリザベート・ヘッカー（チェロ）
マーティン・ヘルムヘン（ピアノ）

水戸室内管弦楽団第96回
定期演奏会

2016年6月4日、 水戸芸術館
5日

ハイドン：交響曲 第83番 ト短調 Hob.I-83 〈め
んどり〉
パガニーニ：ヴィオラと弦楽のための協奏曲 イ
短調
ブルッフ：コル・ニドライ （ヴィオラと弦楽のため
の）
シューベルト：交響曲 第5番 変ロ長調 D485
ユーリ・バシュメット（指揮、ヴィオラ独奏）

オリーブの木チャリティー
コンサート

2016年6月17日 ラリール

クライスラー：踊る人形
クライスラー：プロヴァンスの朝の歌
クライスラー：ルイ13世の歌とパヴァ—ヌ
ラヴェル：水の戯れ
フォーレ：子守歌
イザイ：子どもの夢
クライスラー：美しきロスマリン
フランク：ヴァイオリン ソナタ イ長調

セイジ・オザワ松本フェスティ 2016年8月～9月 キッセイ文化ホール
バル

小澤征爾、ファビオ・ルイージ 他（指揮）

ファカルティコンサート

2016年9月10日 カワイ表参道
「パウゼ」

ブラームス：弦楽六重奏曲 第1番 変ロ長調
作品18
1vl.加藤知子 1va.店村眞積 2va.佐々木亮
1vc.毛利伯郎 2vc.銅銀 久弥

前橋汀子カルテット

2016年10月14日 碧南市芸術文化ホール
2016年10月16日 戸塚区民文化センター
昭和女子大学 人見
2016年10月17日 記念講堂
2016年10月18日 浜離宮朝日ホール
2016年10月19日 戸畑市民会館
2016年10月21日 桐生市市民文化会館
2016年10月22日 兵庫県立芸術文化
センター

ベートーヴェン：
弦楽四重奏曲 第2番 op.18-2「挨拶」
弦楽四重奏曲 第11番 op.95 「セリオーソ」
弦楽四重奏曲 第16番 op.135
前橋汀子（ヴァイオリン）
川本嘉子（ヴィオラ）
原田禎夫（チェロ）

2016年10月23日 山口県民文化センター
シンフォニア岩国
水戸室内管弦楽団第96回
定期演奏会

2016年10月29日 水戸芸術館
、30日

モーツァルト：交響曲 第25番 ト短調 K.183
プロコフィエフ：交響曲 第1番 ニ長調 作品25
〈古典的〉
ビゼー：交響曲 ハ長調
ナタリー・シュトゥッツマン（指揮）

トッパンホール アンサンブ 2017年3月16日 トッパンホール
ル Vol.10

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ 変ロ長調
K454
津田裕也（ピアノ）

日下知奈 室内楽シリーズ 2017年4月6日
ベートーヴェンプラス 第4回

カワイ表参道「パウゼ」

ベートーヴェン：ソナタ第2番 ニ長調op.12-2、
シューベルト：華麗なるロンド、ベートーヴェン：
ソナタ第10番 ト長調op.96 共演者：日下知奈

アンサンブル・アイン・ライム 2017年7月30日 府中芸術の森

ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
op.61、交響曲第8番 共演者：横島勝人、アンサ
ンブル・アイン・ライム

オリーブの木 チャリティーコ 2017年9月22日 永福町ソノリウム
ンサート
2010オリーブの木 主催

シューベルト：幻想曲 ハ長調、メンデルスゾー
ン：ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 共演者：村田
千佳、上野通明

前橋汀子カルテット

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 op.184、弦楽四重奏曲 第11番 op.95 「セリオーソ」、
弦楽四重奏曲 第16番 op.135 共演者：前橋汀

2017年9月28日 水戸 佐川文庫

子（ヴァイオリン）川本嘉子（ヴィオラ）原田禎夫
（チェロ）
前橋汀子カルテット

2017年9月30日 軽井沢 大賀ホール ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 op.184、弦楽四重奏曲 第11番 op.95 「セリオーソ」、
弦楽四重奏曲 第16番 op.135 共演者：前橋汀
子（ヴァイオリン）川本嘉子（ヴィオラ）原田禎夫
（チェロ）

前橋汀子カルテット

2017年10月1日 岐阜サラマンカホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 op.184、弦楽四重奏曲 第11番 op.95 「セリオーソ」、
弦楽四重奏曲 第16番 op.135 共演者：前橋汀
子（ヴァイオリン）川本嘉子（ヴィオラ）原田禎夫
（チェロ）

前橋汀子カルテット

2017年10月2日 武蔵野市民文化会館

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 op.184、弦楽四重奏曲 第11番 op.95 「セリオーソ」、
弦楽四重奏曲 第16番 op.135 共演者：前橋汀
子（ヴァイオリン）川本嘉子（ヴィオラ）原田禎夫
（チェロ）

前橋汀子カルテット

2017年10月3日 白寿ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 op.184、弦楽四重奏曲 第11番 op.95 「セリオーソ」、
弦楽四重奏曲 第16番 op.135 共演者：前橋汀
子（ヴァイオリン）川本嘉子（ヴィオラ）原田禎夫
（チェロ）

霊南坂教会
チャペルコンサート

2017年10月18日 霊南坂教会

バッハ：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ
ト長調 BWV1021、クライスラー：前奏曲とアレグ
ロ、愛の悲しみ、愛の喜び 共演者：室住素子

にじの家信愛荘チャリティー 2017年10月21日 青山学院大学
コンサート
ガウチャー礼拝堂

バッハ：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ
ト長調 BWV1021、無伴奏ヴァイオリンのための
パルティータ第2番 ニ短調 BWV1004 より シ
ャコンヌ、モーツアルト：ピアノとヴァイオリンのた
めのソナタ ホ短調 KV304、ベートーヴェン：ロ
マンス ヘ長調 Op.50、クライスラー：前奏曲と
アレグロ、踊る人形、愛の悲しみ、愛の喜び 共
演者：室住素子

京都 日月荘 蔵のコンサー 2017年10月27日 京都 日月荘
ト

モーツアルト：ソナタ ト長調 KV301、バッハ：無
伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番
ニ短調 BWV1004 より シャコンヌ、ベートーヴ
ェン：ロマンス ヘ長調 Op.50、クライスラー：前
奏曲とアレグロ、メロディー、踊る人形、愛の悲し
み、愛の喜び 共演者：村田千佳

村田千佳＋久保田巧 コン 2018年2月1日
サート

一ツ木町倶楽部

クライスラー：愛の喜び、ハイフェッツ：懐かしきウ
ィーン、金髪のジェニー、火花のワルツ、クライス
ラー：踊る人形、前奏曲とアレグロ 共演者：村田
千佳

Human Righs Orchestra

ジュネーヴ

ハイドン：交響曲第102番変ロ長調Hob.I:102、

2019年6月4日

シューベルト：「夜と夢」D827、R.シュトラウス：
「朝」、マーラー：交響曲第4番ト長調
共演者：レイチェル・ハルニッシュ（ソプラノ）、
ア レッ シオ ・ アッ レグ リ ー ニ（ 指揮） 、 Human
Rights Orchestra
Human Righs Orchestra

2019年6月5日

ルツェルン

ハイドン：交響曲第102番変ロ長調Hob.I:102、
シューベルト：「夜と夢」D827、R.シュトラウス：

「朝」、マーラー：交響曲第4番ト長調
共演者：レイチェル・ハルニッシュ（ソプラノ）、
ア レッ シオ ・ アッ レグ リ ー ニ（ 指揮） 、 Human
Rights Orchestra
ミュージック・マスターズ・コ 2019年7月4日
ース・ジャパン ヨコハマ2019
ガラ・コンサート

横浜みなとみらいホ メンデルスゾーン：八重奏曲 変ホ長調 Op.20
ール
共演者：ジェニファー・ギルバート、ハーヴィー・
デ・スーザ、佐分利恭子（ヴァイオリン）、マーク・
デスモン、鈴木学（ヴィオラ）、ニコラ・アルトマ
ン、エリック・キム（チェロ）

白寿子供コンクール受賞者 2019年7月28日 白寿ホール

バッハ：二つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短

演奏会

調
共演者：富樫音葉（ヴァイオリン）、松本征志（チ
ェロ）、鳥羽亜矢子（ピアノ）

セイジ・オザワ松本フェスティ 2019年8月20日 まつもと市民芸術館 チャイコフスキー：オペラ「エフゲニー・オネーギ
バル
、22日、24日
ン」
共演者：ファビオ・ルイージ（指揮）、サイトウ・キ
ネン・オーケストラ他

セイジ・オザワ松本フェスティ 2019年8月23日 キッセイ文化ホール フランツ・シュミット：交響曲第4番ハ長調、マーラ
バル
ー：交響曲第1番ニ長調「巨人」
共演者：ファビオ・ルイージ（指揮）、サイトウ・キ
ネン・オーケストラ
マーラー祝祭オーケストラ

2019年10月27日 ミューザ川崎

アルバン・ベルク：ヴァイオリン協奏曲
共演者：井上喜惟（指揮）、マーラー祝祭オーケ
ストラ

オリーブの木チャリティコン 2019年11月28日 オーキッド ミュージ モーツアルト：ヴァイオリン・ソナタ変ロ長調
サート
ックサロン 二子玉川 KV378、クライスラー：ウィーン風狂想的幻想曲、
R.シュトラウス：ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調
共演者：村田千佳（ピアノ）
村田千佳＋久保田巧 コン 2020年1月9日
サート

一ツ木町倶楽部

クライスラー：美しきロスマリン、ウィーン小行進
曲、ロンドンデリーエア、モーツァルト＝クライス
ラー： ハフナーセレナーデのロンド、ベートー
ヴェンの主題によるロンディーノ、ベートーヴェ
ン：ロマンス ヘ長調op.50、コルンゴルト：シェ
イクスピア空騒ぎ組曲op.11、クライスラー：愛の
喜び、愛の悲しみ
共演者：村田千佳（ピアノ）

前橋汀子カルテット

2020年11月21日 びわ湖ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調
op.18-4、第11番 へ短調 op.95 「セリオーソ」、

第14番 嬰ハ短調 op.131 共演者：前橋汀子
（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、北本秀樹
（チェロ）
前橋汀子カルテット

2020年11月22日 宗次ホール
（名古屋）

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調
op.18-4、第11番 へ短調 op.95 「セリオーソ」、
第14番 嬰ハ短調 op.131 共演者：前橋汀子
（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、北本秀樹
（チェロ）

前橋汀子カルテット

2020年11月23日 岐阜クララザール
じゅうろく音楽堂

前橋汀子カルテット

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調
op.18-4、第11番 へ短調 op.95 「セリオーソ」、
第14番 嬰ハ短調 op.131 共演者：前橋汀子
（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、北本秀樹
（チェロ）

2020年11月25日 兵庫県立芸術文化 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調
センター 神戸女学 op.18-4、第11番 へ短調 op.95 「セリオーソ」、
院小ホール

第14番 嬰ハ短調 op.131 共演者：前橋汀子
（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、北本秀樹
（チェロ）

前橋汀子カルテット

2020年11月26日 かつしかシンフォニ ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調
ーヒルズ
op.18-4、第11番 へ短調 op.95 「セリオーソ」、
アイリスホール
第14番 嬰ハ短調 op.131 共演者：前橋汀子
（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、北本秀樹
（チェロ）

前橋汀子カルテット

2020年11月27日 フィリアホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調
op.18-4、第11番 へ短調 op.95 「セリオーソ」、
第14番 嬰ハ短調 op.131 共演者：前橋汀子
（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、北本秀樹
（チェロ）

前橋汀子カルテット

2020年11月30日 日経ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調
op.18-4、第11番 へ短調 op.95 「セリオーソ」、
第14番 嬰ハ短調 op.131 共演者：前橋汀子
（ヴァイオリン）、川本嘉子（ヴィオラ）、北本秀樹
（チェロ）

■ 研究報告書・翻訳・教科書等
表題

単著／共著

年月日

発行雑誌・学会等の名称

摘要

年月日／会場

発表学会の名称

摘要

なし
■ 学会・学術研究会での発表・講演
表題

単独／共同

なし
■ 教育・校務に関する業績
年月日

摘要

[担当学生の受賞]
2014年3月27日

矢部咲紀子
第23回 日本クラシック音楽コンクール ヴァイオリン部門 高校女子の部第４位
羽子岡智美
第26回全日本ジュニアクラシック音楽コンクールの全国大会弦楽器部門大学生の部第3位（1位、2
位無し）

[校務]
学生委員
未来構想委員
桐朋学園大学附属子供のための音楽教室 茨木教室室長
高校成績会議
2014年度

学生委員
未来構想実現委員
桐朋学園大学附属子供のための音楽教室 茨木教室 室長

2015年度

学生委員
未来構想実現委員
子供のための音楽教室茨木教室室長
子どものための音楽教室相模原・鶴牧教室弦楽科主任
高校成績会議

2016年11月

矢部咲紀子
第4回いかるが音楽コンクール プロフェッショナル弦楽器部門総合第１位及びグランプリ
長坂沙織
第17回大阪国際音楽コンクール弦楽部門 Age-U 第2位 Age-G エスポワール賞
教務委員
音教運営委員
ディプロマコース運営委員
子供のための音楽教室茨木教室室長
子どものための音楽教室相模原教室弦楽科主任

2017年8月

高辻瑶子
全日本ジュニアクラシックコンクール 審査員賞
教務委員
音教運営委員
ディプロマコース運営委員
音楽教室 茨木教室長
音楽教室 相模原教室 弦楽科主任

2020年12月
2021年3月
2021年3月
2020年8月

雁瀬心生
雁瀬心生
雁瀬心生
齊藤華音

クラシックコンクール全国大会 第5位
ジュニアクラシックコンクール 第3位
セシリア国際コンクール 第3位
日本芸術コンクール 第2位

2020年10月
2020年12月
2021年3月

中島美由 日本演奏家コンクール 特別賞
中島美由 ブルクハルト国際コンクール 審査員賞
中島美由 全日本ジュニアコンクール全国大会 第4位

2021年3月
2020年6月
2020年12月

中島美由 セシリア国際コンクール 第1位 イタリア音楽祭賞
渡部莉果子 下田国際コンクール 審査員特別賞
渡部莉果子 セシリア国際コンクール 第5位
弦楽器部会主任
音教運営委員
桐朋学園大学音楽学部附属子どものための音楽教室茨木教室 室長
桐朋学園大学音楽学部附属子どものための音楽教室相模原教室弦楽科 主任

■ その他の業績
年月日

摘要

[受賞]
1976年
1976年

日本弦楽指導者協会主催ヴァイオリンコンクール第１位
日本音楽コンクール第２位

1982年
1982年
1983年
1983年
1984年
1984年

海外派遣コンクール特別表彰
第１回 ロドルフォ・リピツァー賞ヴァイオリンコンクール第２位
第２回 フリッツ・クライスラー国際ヴァイオリンコンクール第２位（１位なし）
第３回 ミケランジェロ・アバド国際ヴァイオリンコンクール第１位
カール・フレッシュ国際ヴァイオリンコンクール第３位
ミュンヘン国際音楽コンクール ヴァイオリン部門第1位

[コンクール審査]
2011年９月
2011年

ロドルフォ・リピツァー賞ヴァイオリンコンクール
全日本学生音楽コンクール

[コンクール審査]
2012年

全日本学生音楽コンクール 北九州大会

[コンクール審査]
2013年
[演奏動画を配信]
2012年10月より
[公開レッスン]
2013年6月8日
[コンクール審査]
2014年
[公開レッスン]
2014年6月20日

全日本学生音楽コンクール審査
クライスラー作品の演奏動画をWeb上にて毎月1曲ずつ配信
桐朋学園大学附属茨木教室公開レッスン
第68回全日本学生音楽コンクール 審査
桐朋学園大学附属子供のための音楽教室 茨木教室 公開レッスン

2015年6月20日

茨木教室公開レッスン

2016年6月26日
2016年8月2日、3日
2016年8月4日～6日
2016年8月10日
2016年10月9日

Kデザイン音楽コンクール審査
松方音楽賞審査
白寿こどもコンクール審査
桐朋学園ジュニアコンクール予選審査
桐朋学園ジュニアコンクール本選審査

2017年6月

Kデザイン音楽コンクール審査

2017年8月

松方音楽賞審査

2017年8月9日

桐朋学園ジュニアコンクール予選審査

2017年10月8日

桐朋学園ジュニアコンクール本選審査

