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佐藤久成 ヴァイオリンリサイ 2011年５月４日

東京文化会館 小ホ ステンハンマル「ソナタ イ短調 作品 19」、ゴダー

タル

ール

ル「コンチェルトロマンティーク」、サーラ「ルーマ
ニア狂詩曲」（日本初演）、ベートーヴェン「ソナタ
ハ短調 op.30-2」

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年５月28日

カワイ表参道コンサ ツェルニー「性格的で華麗なる序曲 ロ短調 op.

デュオリサイタル シリーズ
Vol.4 ～音楽の都 ウイーン
～

ートサロン パウゼ

54」、シューベルト「ファンタジー へ短調 D.940
op.103」、シュトラウス「美しき青きドナウ」、ラヴェル
「ラ・ヴァルス」、モーツァルト「２台ピアノの為のソナ
タ ニ長調 K.448」、リスト「『ドン・ジョバンニ』の回
想」

日本フィル親子コンサート

2011年６月25日

川棚町公会堂（長崎 サン・サーンス「動物の謝肉祭」 共演：日本フィル
県）

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年７月６日
デュオリサイタル フコク生命
チャリティコンサート

ハーモニー管弦楽団メンバー、武田美和子
チャイコフスキー「花のワルツ」、ラフマニノフ「タラ
ンテラ」 演奏：中井恒仁&武田美和子ピアノデュオ

富山県民会館 大ホ （連弾）ブラームス「ハンガリー舞曲集より」、（ソロ）
ール
リスト「愛の夢」、（２台ピアノ）リスト「ドン・ジョバン
ニ」の回想、ブラームス「ワルツ」、ラフマニノフ「組
曲第１番『幻想的絵画』より」、（２台ピアノ＋ヴァイ
オリン）レハール「メリー・ウィドー・ワルツメドレー」
他 共演：山本薫(vl)

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年７月７日
デュオコンサート フコク生命
訪問コンサート（アウトリーチ

富山県

モーツァルト「２台ピアノの為のソナタ」、ビゼー=シ
ム「組曲『カルメン』より」他 共演：山本薫(vl)

活動）
中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年７月12日

熊本県立劇場 コン ブラームス「ハンガリー舞曲集より」、リスト「半音階

デュオリサイタル フコク生命
チャリティコンサート

サートホール

的大ギャロップ」、リスト「愛の夢 第３番」、ラヴェル
「ラ・ヴァルス」、リスト「『ドン・ジョバンニ』の回想」
他

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年７月13日
デュオコンサート フコク生命

熊本県

モーツァルト「２台ピアノの為のソナタ」他

訪問コンサート
中井恒仁ピアノリサイタル リ 2011年７月23日

鯖江市文化センタ リスト「ハンガリー狂詩曲第２番」「メフィストワル

ストから新しい時代へ ～リス

ー

ツ」、ストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」他

ト生誕200 周年記念～
日本ブラームス協会 秋季レク 2011年10月２日

カフェアンサンブル ブラームス「ロシアの思い出」他 共演：武田美和

チャー&コンサート

（東京都目黒区）

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年10月３日

電力ホール（宮城県 ホルスト「『惑星』より『木星』」、リスト「『ドン・ジョバン

デュオリサイタル フコク生命
チャリティコンサート・みやぎ

仙台市）

応援コンサート
中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年10月４日

子 レクチャー：西原稔

ニ』の回想」、バッハ「主よ人の望みの喜びを」、ラ
フマニノフ「組曲第１番 『幻想的絵画』より『復活』」
他 共演：日本フィルメンバー

仙台市

モーツァルト「２台ピアノの為のソナタ」他

デュオコンサート フコク生命
訪問コンサート
中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年10月19日 Bürgersaal
デュオリサイタル

モーツァルト=ブゾーニ「ファンタジー ヘ短調 K.

Oberhacing (ドイツ） 608」、モーツァルト「２台ピアノの為のソナタ」、リス
ト「『ドン・ジョバンニ』の回想」、ブラームス「大学祝
典序曲 作品 80（ブラームスによる連弾版）」「ハン
ガリー舞曲集より」、ラフマニノフ「組曲第１番 『幻
想的絵画』 作品５」

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年10月20日 IBZ München (ドイ ブラームス「大学祝典序曲 作品 80」「ハンガリー
デュオリサイタル
ツ)
舞曲集 第１・２集」、シューベルト「ファンタジー
へ短調 op.103 D-940」
中井恒仁ブラームス全曲（ソ 2011年11月21日 東京文化会館小ホ ブラームス「ピアノソナタ 第１番 ハ長調 作品１」
ロ、連弾、２台ピアノ）シリーズ
ール
「シューマンの主題による変奏曲 作品９」「大学祝
Vol.6
典序曲 作品 80（ブラームスによる連弾版）」「ロシ
アの思い出（連弾）」 共演：武田美和子
中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年12月１日
デュオリサイタル フコク生命
チャリティコンサート

青森市民ホール

ブラームス「ハンガリー舞曲集より」、リスト「『ドン・
ジョバンニ』の回想」、ラフマニノフ「組曲第１番
『幻想的絵画』より『復活』」他 共演：山本薫(vl)

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年12月２日
デュオコンサート フコク生命
訪問コンサート

青森県

モーツァルト「２台ピアノの為のソナタ」、ビゼー=シ
ム「組曲『カルメン』より」他 共演：山本薫(Vn)

日本ブラームス協会 定例コ 2011年12月４日
ンサート

青山ドイツ文化会館 ブラームス「シューマンの主題による変奏曲」「ヴァ
ＯＡＧホール
イオリンソナタ 第１番」「チェロソナタ 第２番」「弦
楽六重奏曲 第１番」（キルヒナー編曲 ピアノ三重
奏曲版） 共演：山本はづき(vl)、林峰男(vc)

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年12月９日

松山市民会館 中 メシアン「『アーメンの幻影』より『創造のアーメン』」

デュオリサイタル フコク生命

ホール

ホルスト「『惑星』より『木星』」、ブラームス「『ワルツ

チャリティコンサート

集』より」、リスト「『ドン・ジョバンニ』の回想」他

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2011年12月10日 松山市

モーツァルト「２台ピアノの為のソナタ」他

デュオコンサート フコク生命
訪問コンサート
田中淑惠 メゾソプラノリサイ 2011年12月26日 東京文化会館小ホ リスト「愛しあうことは素晴らしいことだろう」「喜びに
タル

ール

満ち、悲しみに満ち」「高貴なる愛」「おお、私が眠
るとき」「金色の髪の天使」「ラインの美しき流れの
ほとり」「３人のジプシー」「おお、愛しうるかぎり愛
せ」、マーラー「リュッケルトによる５つの歌」

三田会 講演

2012年1月13日

東京都

ベートーヴェン「ピアノソナタ第14 番『月光』」、シャ
ミナード「春」、メシアン「『アーメンの幻影』より『創
造のアーメン』」、ラフマニノフ「タランテラ」他 共演
：武田美和子（話と演奏）

中井恒仁&武田美和子 ピアノ 2012年1月20日

郡山市内 ２ケ所

デュオコンサート フコク生命
東日本大震災被災地訪問コン
サート

モーツァルト「２台ピアノの為のソナタ」、ラフマニノ
フ「タランテラ」 他

ローム・被災地支援コンサート 2012年1月21,22

久 慈 市 文 化 会 館 サン=サーンス「動物の謝肉祭」 共演：日本フィル

日フィルメンバーによる「動物 日
の謝肉祭演奏会」

アンバーホール

朝日カルチャーセンター レ 2012年1月28日
クチャーコンサート 「ハンマ
ークラヴィーア・ソナタを考え
る」

朝日カルチャーセ ベートーヴェン「ピアノソナタ第 29 番 変ロ長調
ンター
作品 116『ハンマークラヴィーア』」 レクチャー：西
原稔

ハーモニー管弦楽団メンバー、武田美和子
チャイコフスキー「花のワルツ」、ラフマニノフ「タラ
ンテラ」 共演：武田美和子

ＰＴＮＡピアノコンペティション 2012年３月
課題曲CD 録音
中井恒仁＆武田美和子 ピア 2012年５月26日
ノデュオリサイタル シリーズ
Vol.５ ～ドイツ～

カワイ表参道コンサ シューマン「アンダンテと変奏曲 変ロ長調 oｐ．
ートサロン パウゼ 46｣、ワーグナー（レーガー編曲）｢タンホイザー序
曲｣、ブラームス｢ハイドンの主題による変奏曲
op.56ｂ｣、ブルッフ｢ファンタジー op.11｣他

中井恒仁＆武田美和子 ピア 2012年７月９日
ノデュオリサイタル フコク生

岩手県民会館 中ホ 左記の４日間 共通プログラム
ール
↓

命チャリティーコンサート

ブラームス｢『ハンガリー舞曲集』より｣、｢ラプソディ｣
2012年９月６日

栃木県総合文化セ ラヴェル｢『スペイン狂詩曲』より｣、ショパン｢英雄ポ
ンター

ロネーズ｣、リスト｢愛の夢第３番｣、モーツァルト｢２
台のピアノのためのソナタ｣、リスト｢“ドン・ジョバン

2012年12月12日 秋田市文化会館 大 ニ”の回想｣、ラヴェル｢ラ・ヴァルス｣、ビゼー=シム
ホール
2013年1月30日

｢２台ピアノのための組曲『カルメン』」、ラフマニノ
フ｢組曲第１番 『幻想的絵画』、『組曲第２番』より｣

川崎市教育文化会 他
館

中井恒仁 ピアノコンサート

2012年７月22日

北見芸術文化ホー ベートーヴェン｢ピアノソナタ第14 番『月光』」、ブラ
ル・音楽ホール（北 ームス｢パガニーニの主題による変奏曲｣他
海道）

中井恒仁＆武田美和子 ピア 2012年９月22日
ノデュオリサイタル ドイツ公
演
中井恒仁＆武田美和子 ピ 2012年10月８日
アノデュオリサイタル

Külbingen（ドイツ）

ブラームス「大学祝典序曲」、ショパン「変奏曲」、
シューベルト「ファンタジー」他

十字屋ホール（東京 ドビュッシー「小組曲」、ブラームス「大学祝典序
都中央区）
曲」

メンデルスゾーン「『真夏の夜の夢』より」他
中井恒仁 ブラームス ピアノ 2012年11月14日 東京文化会館 小ホ ブラームス｢２つのラプソディ 作品 79｣｢パガニー
全曲（ソロ、連弾、２台ピアノ）

ール

シリーズ Vol.７

ニの主題による変奏曲 作品 35 第２集｣｢新・愛の
歌 作品65a｣（連弾共演：武田美和子）｢６つの小品
作品 118｣

Ｅ．オッテンザマー（ウイーン 2012年12月６日

Hakuju Hall（東京都 ブラームス「クラリネットソナタ第２番」、サン=サー

フィルソロ首席） クラリネットリ
サイタル

渋谷区）

ンス「クラリネットソナタ」、プーランク「クラリネットソ
ナタ」他

田中淑惠 メゾソプラノリサイ 2012年12月23日 東京文化会館 小 中田喜直「たんぽぽ」、高田三郎「パリ旅情」、ブラ
タル
ホール
ームス「子守歌」、マスネ「悲歌」他
中井恒仁＆武田美和子 ピア 2013年5月25日
ノデュオシリーズ Vol.６ ～フ
ランス～

カワイ表参道コンサ モプーランク「仮面舞踏会」、メシアン「アーメンの
ートサロン「パウゼ」 幻影」より、ドビュッシー「 黒と白」、デュカス「魔法
使いの弟子」他

中井恒仁＆武田美和子 ピア 2013年6月4日
ノデュオリサイタル フコク生

練馬区立練馬文化 ショパン「英雄ポロネーズ」（ソロ）、モーツァルト「２
センター・大ホール 台ピアノのためのソナタ」、メシアン「アーメンの幻

命チャリティーコンサート
中井恒仁＆武田美和子 ピア 2013年6月11日
ノデュオコンサート

影」 より、ラフマニノフ「組曲 第２番」より他
朝日カルチャーセ モーツァルト（ツェムリンスキー編曲）「魔笛」より、
ンター
プーランク「４手のためのソナタ」、シューベルト「フ
ァンタジー へ短調」

仙台ピアノデュオの会15回記 2013年8月6日
念スペシャルコンサート（指揮

仙台市青年文化セ バッハ「3 台のピアノの為の協奏曲」、モーツァルト
ンターコンサートホ 「3 台のピアノの為の協奏曲」

とピアノ）

ール

オーケストラ：仙台フィルメンバー

シ ュ ー ベ ル テ ィ ア ー デ 2013年9月4日、6 カワイ表参道コンサ 4 日 歌曲伴奏
TOHO2013

日

ートサロン「パウゼ」 共演：藤川泰彰、大橋ゆり、谷茂樹
6 日 ソロ「さすらい人幻想曲」

中井恒仁＆武田美和子 ピア 2013年9月11日

米子市文化ホール・ メンデルスゾーン「夏の夜の夢」より、ビゼー＝シム

ノデュオリサイタル フコク生
命チャリティーコンサート

メインホール

「２台ピアノのための演奏会用組曲『カルメン』」よ
り、デュカス「魔法使いの弟子他
共演：山本薫（Vl）

中井恒仁ピアノリサイタル

2013年9月27日

小岩アーバンホー ベートーヴェン「ピアノソナタ 第１４番『月光』」、シ
ル
ューベルト「さすらい人幻想曲」、ショパン「幻想即
興曲」「英雄ポロネーズ」「ノクターン」、リスト「メフィ
スト・ワルツ」

中井恒仁＆武田美和子 ピア 2013年10月8日
ノデュオリサイタル フコク生

ホルトホール大分・ メンデルスゾーン「真夏の夜の夢」 より、ショパン
大ホール
「英雄ポロネーズ」、ビゼー＝シム「２台ピアノノの

命チャリティーコンサート

ための演奏会用組曲『カルメン』」より、ラヴェル「ラ
・ヴァルス 」他

中井恒仁＆武田美和子 ピア 2013年11月14日 浜離宮朝日ホール シューベルト「ファンタジー へ短調」、ベートーヴ
ノデュオリサイタル
ェン「交響曲第９番」（リストによる２台ピアノ版）
クリスマスコンサート

2013年12月23日 大田区民プラザ 小 リスト「愛の夢」、シューマン＝リスト「献呈」、ショパ
ホール

田中淑惠 メゾソプラノリサイタ 2013年12月25日 津田ホール
ル

ン「英雄ポロネーズ」、バッハ=ヘス「主よ人の望み
の喜びを」他
「平城山」、「出船」、「雪の降るまちを」、ラフマニノ
フ、リムスキー＝コルサコフ、チャイコフスキー、ブ
ラームス、R・シュトラウスの歌曲、カルメンより「ハ
バネラ」、「サムソンとデリラ」より「私の心は開く」

桐朋学園子供のための音楽 2014年３月９日
教室・名古屋教室コンサート

しらかわホール

大橋ゆり ソプラノリサイタル 2014年3月19日

古賀政男音楽博物 シューベルト「アヴェ・マリア」「若い尼僧」、シュー

室内楽コンサート

館 けやきホール マン「君は花のごとく」「春の夜」、シェーンベルク
JT アートホール
「４つの歌」、R. シュトラウス「帰郷」「あなたの青い
眼で」他ーツァルト：ピアノ四重奏曲 第２番
シューベルト：アルペジオーネソナタ

室内楽コンサート
主催：コリーナ・ヴェルデ・

2014年4月24日

ベートーヴェン「ピアノソナタ第１４番 『月光』」、シ
ョパン「英雄ポロネーズ」、ベートーヴェン「ヴァイ
オリンソナタ第５番『春』」、ラヴェル「ツィガーヌ」
共演：加藤知子(Vl)

ブラームス：ピアノ四重奏曲 第１番
加藤知子(Vl) 佐々木亮(Va) 木越洋(Vc)
東京文化会館・小ホ ブラームス「ピアノトリオ第１番、第２番」「アルトのた
ール
めの二つの歌」 共演：中島ゆみ子（Vl)、エリック・

アンサンブル
ピアノデュオ春の祭典２０１４

ウイリアムス（Vc)、増田弥生（メゾソプラノ）
2014年5月4日

オペラシティ・リサイ ラヴェル「ラ・ヴァルス」 共演：武田美和子
タルホール

中井 恒仁＆武田美和子

2014年5月24日

ピアノデュオシリーズ

カワイ表参道コンサ ドヴォルザーク「スラブ舞曲 作品７２より」、バルト
ートサロン・パウゼ

ーク「ミクロコスモスからの 2 台ピアノの為の 7 つの

ピアノデュオ世界旅行 Vol.７
～東欧～

作品より」、シューベルト「ハンガリー風ディベルテ
ィメント」、ルトスワフスキー「パガニーニの主題によ

主催：カワイ音楽振興会

る変奏曲」、リスト「2 台ピアノのためのラコッツィ行
進曲」他

中井恒仁&武田美和子

2014年5月31日

トークコンサート
中井恒仁&武田美和子

2014年6月1日

トークコンサート

シュガーホール

モーツァルト「２台ピアノのためのソナタ」、ラヴェル

（沖縄）

「ラ・ヴァルス」

ベッテルハイムホー ブラームス「ハンガリー舞曲集より」、フォーレ「ドリ
ル（沖縄）

ーより」他
ブラームス「小品集 作品１１９」

ミュージックセミナー
in ゆうばり 講師コンサート

2014年8月9日

セミナーハウス

中井恒仁&武田美和子
審査員特別演奏

2014年8月20日

北本市文化センタ スメタナ「わが祖国より モルダウ（連弾）」
ー

中井恒仁&武田美和子

2014年8月28日

ベイシア文化ホー メンデルスゾーン「夏の夜の夢より」、ショパン「バラ

ピアノデュオリサイタル
フコク生命チャリティコンサー
ト
中井恒仁&武田美和子

ル （前橋）

2014年8月29日

ード第１番」、ルトスワフスキー「パガニーニの主題
による変奏曲」、ブラームス「ハイドンの主題による
変奏曲」他

ベイシア文化ホー ショパン「英雄ポロネーズ」、モーツァルト「２台ピア

ピアノデュオコンサート
フコク生命訪問コンサート

ル （前橋）

ノのためのソナタ」他

桐朋学園大学調布キャンパス 2014年9月6日

桐朋学園大学

リスト「愛の夢 第３番」、ブラームス「ハンガリー舞

お披露目イベント

調布キャンパス

曲第５、６番」 （学生との共演）

中井恒仁&武田美和子
2014年9月8日
ピアノデュオリサイタル
フコク生命チャリティコンサー
ト

北国新聞赤羽ホー ミヨー「スカラムーシュ より 『ブラジレイラ』」、モー
ル（金沢）
ツァルト「２台ピアノのためのソナタ」、メシアン「ア
ーメンの幻影より」、ラフマニノフ「組曲 第２番 より
『タランテラ』」

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオコンサート
フコク生命訪問コンサート

2014年9月9日

北国新聞赤羽ホー ショパン「英雄ポロネーズ」、モーツァルト「２台ピア
ル（金沢）
ノのためのソナタ」他

中井恒仁 ピアノリサイタル
カワイコンサート

2014年9月12日

慶応大日吉キャン ベートーヴェン「ピアノソナタ第14番『月光』」、ブラ
パス・藤原洋記念ホ ームス「小品集作品 118-1，2，5、スケルツォ」、ショ
ール
パン「バラード第 1 番」、リスト「愛の夢 第 3 番」「メ

フィストワルツ」他
中井恒仁 ブラームスピアノ 2014年11月13日 浜離宮朝日ホール ブラームス「スケルツォ」「４つの小品 作品１１９」
（ソロ、連弾、２台ピアノ）全曲

「弦楽六重奏曲第１番」 連弾

シリーズ Vol.８（最終回）
主催：朝日新聞社、プロアル

ハイドンの主題による変奏曲 ２台ピアノ
ピアノデュオ共演：武田美和子

テムジケ
中井恒仁＆武田美和子

2014年11月27日 福島

ショパン「英雄ポロネーズ」、モーツァルト「２台ピア

ピアノデュオコンサート

ノのためのソナタ」、メリーウィドーメドレー 他

フコク生命被災地応援コンサ

共演：山本薫(Vn)

ート
中井恒仁＆武田美和子

2014年11月28日 福島

ピアノデュオコンサート
フコク生命被災地応援コンサ

ショパン「英雄ポロネーズ」、モーツァルト「２台ピア
ノのためのソナタ」、メリーウィドーメドレー 他
共演：山本薫（Vn）

ート
中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオコンサート
主催：日墺協会

2014年12月4日

ホテルオークラ

中井恒仁＆武田美和子

2014年12月18日 郡山

モーツァルト＝ツェムリンスキー「魔笛より」、ブラー
ムス「弦楽六重奏曲より」他

ショパン「英雄ポロネーズ」、モーツァルト「２台ピア

ピアノデュオコンサート

ノのためのソナタ」、ビゼー＝シム「２台ピアノのた

フコク生命被災地応援コンサ

めの演奏会用組曲『カルメン』より」他

ート
中井恒仁＆武田美和子

2014年12月19日 郡山

ピアノデュオコンサート
フコク生命被災地応援コンサ

ショパン「英雄ポロネーズ」、モーツァルト「２台ピア
ノのためのソナタ」、ビゼー＝シム「２台ピアノのた
めの演奏会用組曲『カルメン』より」他

ート
田中淑惠メゾ・ソプラノリサイタ 2014年12月20日 津田ホール
ル

山田幸作、シューベルト、シューマンの歌曲
トマ、ポンキエッリ、ドニゼッティのアリア

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオリサイタル
ニューイヤーコンサート

耕心館

Ｊ・シュトラウス２世「美しき青きドナウ」、ブラーム「大
学祝典序曲 Ｏｐ．８０」、シューベルト「ファンタジ
ーへ短調」、ラヴェル「スペイン狂詩曲より『祭り』」
他

周南市文化会館

スメタナ：わが祖国 より 「モルダウ」
ショパン：英雄ポロネーズ
ビゼー＝シム：２台ピアノのための演奏会用組曲
「カルメン」より

2015年１月17日

中井恒仁＆武田美和子
2015年１月29日
ピアノデュオリサイタル
フコク生命チャリティコンサー
ト

ラヴェル：ラ・ヴァルス 他
中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオリサイタル

2015年１月30日

周南市

ショパン「英雄ポロネーズ」、モーツァルト「２台ピア
ノのためのソナタ」、ビゼー＝シム「２台ピアノのた

フコク生命訪問コンサート
中井 恒仁＆武田美和子

めの演奏会用組曲『カルメン』より」他
2015年３月22日

ピアノデュオリサイタル
中井 恒仁＆武田美和子
ピアノデュオリサイタル

2015年4月24日

ピアノデュオ世界旅行

Stadthalle Biberach

モーツァルト「連弾のためのソナタ ニ長調」、シュ

ドイツ

ーベルト「ファンタジー へ短調」、ブラームス「弦

カワイ表参道
楽六重奏曲第１番」他
コ ン サ ー ト サ ロ ン ガーシュイン：３つのプレリュード
パウゼ

Vol.8 ～アメリカ～

バーンスタイン : ウエスト・サイド・ストーリー より
バーバー : 思い出 Op.28 より ためらいのタンゴ
ラフマニノフ : 組曲 第 2 番 Op.17 より
ラフマニノフ : シンフォニックダンス Op.45 より
ジョプリン(中井&武田編) : エンターティナー

中井恒仁＆武田美和子

2015年5月23日

福島

ピアノデュオコンサート

ガーシュイン : ラプソディー・イン・ブルー
フコク生命被災地応援コンサート 郡山
ソロとデュオのコンサート
ブラームス：ハンガリー舞曲集より
モーツァルト：２台ピアノのためのソナタ
ショパン：英雄ポロネーズ 他

中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオコンサート

2015年6月４日

郡山

フコク生命被災地応援コンサート 郡山
ソロとデュオのコンサート
ブラームス：ハンガリー舞曲集より
モーツァルト：２台ピアノのためのソナタ
ショパン：英雄ポロネーズ 他

中井恒仁ピアノリサイタル

2015年6月5日

札幌コンサートホー ベートーヴェン：ピアノソナタ 「月光」
ル KITARA 小ホー ブラームス：6 つのピアノ小品集 作品 118 より
ル
パガニーニの主題による変奏曲 作品 35 第 2 集
ショパン：バラード 第 1 番 ト短調 作品 23
ノクターン 嬰ハ短調 遺作、英雄ポロネーズ
リスト：愛の夢 第 3 番、メフィスト・ワルツ 第 1 番

ボワ・ラクテ第 28 回定期演奏 2015年6月18日
会

文京シビックホール ベートーヴェン ピアノソナタ 第 29 番 変ロ長調
小ホール
Op.106 ハンマークラヴィーア

中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオリサイタル

2015年6月22日

ビックハート出雲

フコク生命チャリティーコンサート
メンデルスゾーン：夏の夜の夢 より
ショパン：英雄ポロネーズ
ホルスト：木星
メシアン：アーメンの幻影より
ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー

中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオコンサート

2015年7月15日

島根

フコク生命訪問コンサート
ブラームス：ハンガリー舞曲集より
ショパン：英雄ポロネーズ
モーツァルト：２台ピアノのためのソナタ 他

ミュージックセミナー

2015年7月16日

夕張セミナーハウス ショパン：バラード第１番

n ゆうばり 講師コンサート
中井恒仁&武田美和子

2015年8月４日

ピアノデュオリサイタル

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオリサイタル

2015年10月9日

Schloss Ismaning

モーツァルト＝ツェムリンスキー「魔笛」より

（イスマニング城）

シューベルト：ファンタジー ヘ短調

ドイツ

ブラームス；弦楽六重奏曲第１番（ブラームス自身
による連弾版） 他

久米美術館

モーツァルト＝ツェムリンスキー「魔笛」より
シューベルト：ファンタジー ヘ短調
ブラームス：インテルメッツォ １１７－１（ソロ）
ラヴェル：スペイン狂詩曲 より 祭り 他

中井恒仁＆武田美和子

2015年10月22日 サンポート高松

ピアノデュオリサイタル

フコク生命チャリティーコンサート
ドヴォルザーク：新世界より
ブラームス：ロマンス Op.118－５（ソロ）
ルトスワフスキーパガニーニの主題による変奏曲
ビゼー＝シム：２台ピアノのための演奏会用組曲
「カルメン」より 他
ゲスト共演：山本薫(Vl)

中井恒仁＆武田美和子

2015年11月11日 香川

ピアノデュオコンサート

フコク生命訪問コンサート
ビゼー＝シム：２台ピアノのための演奏会用組曲
「カルメン」より
レハール：メリー・ウイドー・メドレー 他
ゲスト共演：山本薫（Vl）

中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオリサイタル

2015年11月12日 東京文化会館小ホ ショスタコーヴィチ：２台ピアノのための組曲
ール
ルトスワフスキー：パガニーニの主題による変奏曲
ドヴォルザーク：交響曲「新世界より」
（作曲者自身による連弾版）

中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオコンサート

2015年11月19日 朝日カルチャーセ ドヴォルザーク：交響曲「新世界より」
ンター
（作曲者自身による連弾版）

桐朋学園大学の演奏家による 2015年12月22日 サンシティホール
サンデークラシックコンサート

リスト：愛の夢第３番
ショパン：英雄ポロネーズ 他

田中淑惠メゾソプラノ・リサイタ 2015年11月29日 東京文化会館小ホ ヴォルフ、ドヴォルザークの歌曲 他
ル
ール
中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオリサイタル

2015年12月２0日 大泉学園
ゆめりあホール

中井恒仁＆武田美和子

2016年4月8日

ピアノデュオリサイタル
ピアノデュオ世界旅行 vol.9
「イギリス」

ドヴォルザーク：交響曲第 9 番「新世界より」
スメタナ「モルダウ」、ショパン：英雄ポロネーズ

カワイ表参道パウゼ フランク：God save the king による二重奏曲
トムキンズ、カールストン、ファーナビーの作品
現存する最古の連弾作品含む

中井恒仁＆武田美和子
2016年5月21日
ピアノデュオ＆ソロコンサート

ピエトラホール

モーツァルト：魔笛（ツェムリンスキー編、連弾版）
モーツァルト：幻想曲 ヘ短調 K.608 他

中井恒仁＆武田美和子

Külbingen（ドイツ）

モーツァルト：魔笛（ツェムリンスキー編、連弾版）

2016年5月27日

ピアノデュオリサイタル
中井恒仁＆武田美和子

ドヴォルザーク：交響曲第 9 番「新世界より」
ショパン：英雄ポロネーズ 他
2016年6月4日

富山県民会館

ピアノデュオリサイタル
フコク生命チャリティコンサー

ミヨー：ブラジレイラ
メシアン：アーメンの幻影より
ラフマニノフ：組曲第 2 番より 他

ト
中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオコンサート

2016年7月6日

富山視覚総合支援 ハンガリー舞曲 第 5 番
学校
モーツァルト：2 台のピアノのためのソナタ

フコク生命訪問コンサート

ショパン：英雄ポロネーズ 他

（アウトリーチ）
ミュージックセミナー in ゆう 2016年7月7日
ばり 講師コンサート

セミナーハウス

ラフマニノフ：ピアノソナタ第 2 番 第 1 楽章

MusicAlp 国際音楽アカデミー 2016年8月2日
講師コンサート

Tignespace （ フ ラ ン リスト：ドン・ジョバンニの回想（共演：武田美和子）
ス）

桐朋学園大学ファカルティ

2016年8月19日

カワイ表参道パウゼ リスト：ドン・ジョバンニの回想（共演：武田美和子）

2016年9月9日

盛岡視覚支援学校 モーツァルト 2 台ピアノのためのソナタ
サン=サーンス：動物の謝肉祭より
ショパン：英雄ポロネーズ 他

2016年9月13日

盛岡聴覚支援学校 モーツァルト 2 台ピアノのためのソナタ
サン=サーンス：動物の謝肉祭より
ショパン：英雄ポロネーズ 他

コンサート
中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオコンサート
フコク生命訪問コンサート
（アウトリーチ）
中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオコンサート
フコク生命訪問コンサート
（アウトリーチ）

フッペル鳥栖ピアノコンクー 2016年9月14日
ル 審査員ロビーコンサート
中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオリサイタル

鳥栖市民文化会館 ショパン：ノクターン嬰ハ短調遺作、英雄ポロネー
ロビー
ズ

2016年10月10日 サマランカホール

フコク生命チャリティコンサー
ト
中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオコンサート
フコク生命訪問コンサート
（アウトリーチ）

ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 Op.72-2,7
メシアン：アーメンの幻影より
ラフマニノフ：組曲第 2 番より 他

2016年10月12日 岐阜市立岐阜特別 モーツァルト：2 台ピアノのためのソナタ
支援学校

ショパン：英雄ポロネーズ 他

めいおん音楽祭

2016年10月13日 名古屋音楽大学

中井恒仁＆武田美和子

2016年11月5日

ピアノデュオリサイタル

東京文化会館小ホ ラフマニノフ：ピアノソナタ第 2 番
ール

ピアノの芸術vol.2
中井恒仁＆武田美和子

バッハ：半音階的幻想曲とフーガ

ラフマニノフ：組曲第 2 番
シューベルト＝プロコフィエフ：2 台ピアノのための
ワルツ

2016年11月16日 愛媛県医師会館

ピアノデュオリサイタル

ブラームス：インテルメッツォ Op.117-1
ドヴォルザーク：新世界より 他

田中淑惠メゾソプラノ・リサイタ 2016年11月23日 東京文化会館小ホ ブラームス：アルトとヴィオラのための 2 つの歌
ル

ール

4 つの厳粛な歌 他

耕心館ニューイヤーコンサー 2016年12月26日 耕心館

ブラームス：ワルツ集

ト

リスト：愛の夢 第 3 番

中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオリサイタル
Jirisan 国際音楽アカデミー

2017年1月21日

ドヴォルザーク：新世界より 他

2017年2月21日

Jirisan（韓国）

ラフマニノフ：組曲第 2 番より
ロマンス、タランテラ

しらかわホール

ポッパー：ハンガリー狂詩曲

東京文化会館

フォーレ：夢の後に 他 共演：長谷川陽子
ブラームス：大学祝典序曲

小ホール

共演：武田美和子 他

カワイ表参道
コンサートサロンパウゼ

ストラヴィンスキー：春の祭典(作曲者による連弾版)
サン＝サーンス：動物の謝肉祭(2 台ピアノ版 ベル
コヴィッツ編)

講師コンサート
名古屋教室スプリングコンサ 2017年3月5日
ート
植田克己先生退任記念

2017年4月22日

コンサート
中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオリサイタル
ピアノデュオ世界旅行

2017年5月20日

Vol.10(特別編)～祭り～
南麻布アフタヌーンティー
コンサート
中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオリサイタル

尾高尚忠：みだれ 他
2017年5月21日

南麻布セントレホール ラヴェル：スペイン狂詩曲 より 祭り
ドヴォルザーク：新世界より

中井恒仁&武田美和子
2017年6月1日
ピアノデュオリサイタル
フコク生命チャリティコンサート
共催：山梨放送

コラニー文化ホール ソナタ ニ長調 K.123a(381)
(山梨県立県民文化 サン＝サーンス：動物の謝肉祭(2 台ピアノ版
ホール)
ショパン：英雄ポロネーズ
尾高尚忠：みだれ 他

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオリサイタル
フコク生命 訪問コンサート

2017年6月2日

かえで支援学校

木の香りコンサート

2017年6月18日

桐朋学園 仙川キャ ブラームス：大学祝典序曲 2 台 8 手版
ンパス 333
共演：武田美和子 他

ミュージックセミナー in

2017年8月2日

セミナーハウス

ミヨー：ブラジレイラ
ショパン；英雄ポロネーズ
サン＝サーンス：動物の謝肉祭(2 台ピアノ版 他

ベートーヴェン：ピアノソナタ第２３番「熱情」

ゆうばり 講師コンサート
中井恒仁&武田美和子

第１楽章
Wetherby

モーツァルト＝ツェムリンスキー：魔笛 より

ピアノデュオリサイタル

Preparatory School

ショパン：英雄ポロネーズ

The Platform Concert

ロンドン・イギリス

ドヴォルザーク：新世界より 他

フッペルピアノコンクール・

2017年8月31日

2017年10月9日

鳥栖市民文化会館 ブラームス：ピアノソナタ第 3 番 第 1 楽章

ロビーコンサート
耕心館 室内楽コンサート

2017年10月21日 耕心館

ブラームス：ピアノ五重奏曲
ロマンス Op.118-5 他
共演：小森谷巧(Vl) 外園 彩香(Vl)、
榎戸 崇浩（Va）、渡部 玄一（Vc）

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオ・コンサート

2017年10月24日 朝日カルチャー
センター

チャイコフスキー：悲愴交響曲(作曲者自身による
連弾版) 解説：中野雄

めいおん音楽祭

2017年10月26日 熱田文化小劇場

作曲・音楽クリエーションコース × ピアノ演奏家
コース Collaboration Concert
高橋裕 ：宙の風

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオ・コンサート

2017年11月16日 福島県立西郷養護 モーツァルト：2 台ピノのためのソナタ
学校
ショパン：英雄ポロネーズ

フコク生命被災地訪問コンサ

チャイコフスキー：花のワルツ

ート

ビゼー＝シム：カルメン より 他

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオ・コンサート

2017年11月17日 福島県立石川養護 モーツァルト：2 台ピノのためのソナタ
学校
ショパン：英雄ポロネーズ

フコク生命被災地訪問コンサ
ート
中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオリサイタル
"ピアノの芸術" Vol.3

チャイコフスキー：花のワルツ
ビゼー＝シム：カルメン より 他
2017年11月22日 東京文化会館
小ホール

チャイコフスキー：交響曲第 6 番 ロ短調 作品 74
「悲愴」(作曲者自身による連弾版)
ムソルグスキー：展覧会の絵(ナウモフによる 2 台ピ
アノ版)

がんばろう！ふくしま！応援 2017年12月6日
コンサート
中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオ・リサイタル

郡山市民文化センター 主催：フコク生命
中ホール
ブラームス：ハンガリー舞曲集より
ブラームス：インテルメッツォ Op.117-1
ベートーヴェン＝リスト：交響曲第 9 番 より 他

がんばろう！ふくしま！応援 2017年12月7日
コンサート
中井恒仁&武田美和子

福島県立聴覚支援 主催：フコク生命
学校福島校
ショパン：革命
サン＝サーンス：動物の謝肉祭(2 台ピアノ版

ピアノデュオ・コンサート

チャイコフスキー：花のワルツ

他

田中淑惠 メゾ・ソプラノ・リサ 2017年12月16日 東京文化会館
イタル
小ホール

シューベルト：ます、菩提樹、のばら
シューマン：リーダー・クライス 他

中井恒仁&武田美和子

2017年12月26日 IMA ホール(光ヶ丘) 主催・お問合せ：IMA ホール

ピアノデュオリサイタル

J.S.バッハ：カンタータ「目覚めよと呼ぶ声あり」

〜1 年の締めくくりを 2 台ピア

ベートーヴェン：月光 第 1 楽章(中井恒仁ソロ)

ノによる IMA ホールで「第
九」を〜

ベートーヴェン：交響曲第 9 番 ニ短調 作品 125
「合唱」(リストによる 2 台ピアノ版)

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオコンサート

2017年12月28日 IMA ホール(光ヶ丘) モーツァルト：2 台ピアノのためのソナタ 第 1 楽章
メシアン：創造のアーメン

PTNA ステップトークコンサ

ラフマニノフ：タランテラ 他

ート
桐朋学園大学子供のための 2018年3月4日

三井住友海上

スメタナ：わが祖国 より モルダウ 他

音楽教室名古屋教室

しらかわホール

共演：武田美和子

スプリングコンサート
中井恒仁&武田美和子

2018年5月19日

ピアノデュオリサイタル
ピアノデュオ 世界旅行

カワイ表参道 コン ショパン：変奏曲（連弾）
サートサロンパウゼ ショパン：ノクターン 嬰ハ短調（ソロ）
ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲

Vol.11(特別編)～音楽の花束
母へ

三善晃：2台ピアノのための組曲「唱歌の四季」
他

ブラームス協会150回記念例 2018年5月27日
会

ヤマハ銀座サロン

ブラームス：小品集 Op.119より第1,2曲
ブラームス：ピアノソナタ第3番

木の香りコンサート

桐朋学園 S333

スメタナ：わが祖国より「モルダウ」

2018年6月17日

作曲者自身による連弾版
MusicAlp 国際音楽フェスティ 2018年8月18日

Auditorium

ラフマニノフ：組曲第2番 Op.17

バル（フランス）

Tignespace

中井恒仁&武田美和子
2018年8月30日
ピアノデュオリサイタル
フコク生命チャリティコンサー
ト 共催：HBC 北海道放送

旭川クリスタルホー ショパン：英雄ポロネーズ（ソロ）
ル
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
メシアン：アーメンの幻影より
ラフマニノフ：組曲第2番 より タランテラ 他

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオコンサート
フコク生命 訪問コンサート

2018年8月3１日

旭川高等支援学校 ショパン；英雄ポロネーズ（ソロ）
モーツァルト：2台ピアノのためのソナタ
ミヨー：ブラジレイラ 他

旭川青年大学講座

2018年9月20日

旭川市民文化会館 スメタナ：我が祖国より「モルダウ」

中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオリサイタル

大ホール

アンダーソン：カルメン・ファンタジー
ベートーヴェン＝交響曲第9番より（リストによる2台
ピアノ版） 他

中井恒仁&武田美和子
2018年10月２日
ピアノデュオリサイタル
フコク生命東日本大震災被

仙台電力ホール

リスト：愛の夢第3番（ソロ）
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
作曲者自身による連弾版

災地応援活動
中井恒仁&武田美和子

アンダーソン：カルメン・ファンタジー 他
2018年10月３日

ピアノデュオコンサート

宮城教育大学付属 モーツァルト：2台ピアノのためのソナタ
特別支援学校

フコク生命 訪問コンサート
中井恒仁&武田美和子

ショパン；英雄ポロネーズ（ソロ） 他
2018年10月11日 杜のホールはしもと ブラームス：ハンガリー舞曲 第6番

ピアノデュオリサイタル

中井恒仁&武田美和子

ビゼー＝シム：組曲「カルメン」より

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
作曲者自身による連弾版
2018年11月8日

ピアノデュオリサイタル
"ピアノの芸術" Vol.4

東京文化会館

ドビュッシー：白と黒で

小ホール

バーンスタイン（ムスト編）：シンフォニックダンス
ラヴェル：スペイン狂詩曲
インファンテ：アンダルシア舞曲 他

ちょうふ市内・近隣大学等

2018年12月5日

くすのきホール

スメタナ：我が祖国より「モルダウ」

公開講座
中井恒仁&武田美和子

アンダーソン：カルメン・ファンタジー
ベートーヴェン＝交響曲第9番より（リストによる2台

ピアノの魅力 ～ソロとピア
ノデュオ～

ピアノ版）

田中淑惠メゾ・ソプラノ・リサイ 2018年12月26日 東京文化会館
タル
小ホール

R・シュトラウス：イヌサフラン、夜、万霊節
プフィッツナー：吐息、星が流れ落ちる、

他

マルクス：窓から、雨 他
中井恒仁&武田美和子
2019年2月12日
ピアノデュオリサイタル
フコク生命チャリティコンサー

たましん RISURU
ホール

ト
中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオコンサート
フコク生命 訪問コンサート

ショパン：英雄ポロネーズ（ソロ）
スメタナ：我が祖国より「モルダウ」
アンダーソン：カルメン・ファンタジー
ラフマニノフ：雲国第2番 より タランテラ 他

2019年2月13日

八王子東特別支援 ショパン：英雄ポロネーズ（ソロ）
学校
モーツァルト：2台ピノのためのソナタ
ビゼー＝シム：カルメン より 他

きたもとピアノフェスティバル 2019年3月24日

北本文化センター

中井恒仁&武田美和子
2019年5月18日
ピアノデュオリサイタル
ピアノデュオ世界旅行 Vol.12
～変幻自在なる変奏～

カワイ表参道
コンサートサロン
パウゼ

ベートーヴェン：ピアソナタ第14番「月光」
ショパン：英雄ポロネーズ 他
レーガー：序奏とパッサカリア（連弾）
ブラームス：主題と変奏（弦楽六重奏曲第 1 番のブ
ラームスによる連弾版）
ラフマニノフ：パガニーニの主題による変奏曲
ルトスワフスキ：パガニーニの主題による変奏曲他

新潟中央高校演奏会

2019年5月28日

新潟中央高校音楽 ブラームス：チェロソナタ第 2 番第 1 楽章
ホール
Vc 長谷川陽子
ショパン：英雄ポロネーズ 他

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオリサイタル

2019年5月30日

札幌文化芸術劇場 スメタナ：わが祖国より「モルダウ」
Hitaru
ショパン：英雄ポロネーズ

フコク生命チャリティコンサー
ト 共催：HBC 北海道放送
中井恒仁&武田美和子

ベートーヴェン（リスト編）：交響曲第９番第４楽章
アンダーソン：「カルメン・ファンタジー」他
2019年5月31日

手稲養護学校

ピアノデュオコンサート
フコク生命 訪問コンサート

モーツァルト：2 台ピアノのためのソナタ
ベートーヴェン（リスト編）：交響曲第９番第４楽章
他

木の香りコンサート

2019年6月17日

桐朋学園 S333

ラフマニノフ：組曲第２番 より タランテラ 他
共演：武田美和子

ミュージックセミナーin 夕張

2019年8月3日

Auditorium

ベートーヴェン：ピアノソナタ第 32 番 第 1 楽章

Tignespace

スメタナ：我が祖国より「モルダウ」

MusicAlp 国際音楽フェスティ 2019年8月18日
バル（フランス）

Tignespace

レーガー：序奏とパッサカリア（連弾）

中井恒仁&武田美和子
ピアノデュオリサイタル

たむら支援学校

ショパン：革命
モーツァルト：2 台ピアノのためのソナタ

講師コンサート
MusicAlp 国際音楽フェスティ 2019年8月16日
バル（フランス）

2019年9月24日

フコク生命被災地訪問コンサ
ート
中井恒仁&武田美和子

ベートーヴェン（リスト編）：交響曲第９番第４楽章
他
2019年9月25日

郡山養護学校

ピアノデュオリサイタル
フコク生命被災地訪問コンサ
ート
中井恒仁&武田美和子

モーツァルト：2 台ピアノのためのソナタ
ベートーヴェン（リスト編）：交響曲第９番第４楽章
他
2019年11月3日

ピアノソロ・デュオリサイタル

中井恒仁&武田美和子

ショパン：革命

蘇州大学コンサート ベートーヴェン：ピアノソナタ第 32 番（ソロ）
ホール（中国）

ベートーヴェン＝交響曲第９番より（リストによる２
台ピア

2019年11月21日 東京文化会館小ホ サン＝サーンス：動物の謝肉祭

ピアノデュオリサイタル
デュオ結成 20 周年記念

ール

ベートーヴェン＝交響曲第９番より（リストによる２
台ピアノ版）
共演：加藤知子、佐々木歩、佐々木亮、長谷川陽
子、神田寛明、亀井良信、小島光、腰野真那

田中淑惠メゾ・ソプラノ・リサイ 2019年12月9日

王子ホール

ベルリオーズ：夏の夜

タル
ベルリオーズ没後150 年

シューマン：静かな涙、愛の歌
リスト：貴き愛、愛しうる限り愛せ 他

【演奏会】
フコク生命応援コンサート
動画撮影

2020年11月1日

かつしかシンフォニ ベートーヴェン：交響曲第9番第４楽章
ーヒルズ
（リストによる2台ピアノ版）
モーツアルトホール ピアノデュオ共演：武田美和子

中井恒仁＆武田美和子
ピアノデュオリサイタル

2020年11月30日 東京文化会館
小ホール

ピアノの芸術Vol.5

ベートーヴェン
ピアノソナタ 第23番「熱情」（ソロ）
交響曲第5番（ウルリヒによる連弾版）

ベートーヴェン生誕250周年
記念
田中淑惠 海外躍進40周年 2020年12月19日 トッパンホール

ベートーヴェン：君を愛す

記念リサイタル

ヴォルフ：イタリア歌曲集より
サンサーンス：サムソンとデリラより

中井恒仁&武田美和子

2021年3月22日

ピアノデュオリサイタル
祖国への愛

練馬文化センター

ショパン：バラード第１番、革命（ソロ）

小ホール

ショパン：変奏曲（連弾）
リスト：メンデルスゾーンの無言歌の主題による2台
ピアノのためのコンツェルト大シュトゥック

【音楽誌への掲載】
ショパン４月号
まるっと、ベートーヴェンに執
筆
（2ページ）
音楽の友１１月号
インタビュー掲載
ぶらあぼ11月号
インタビュー掲載
音楽現代11月号
インタビュー掲載
ショパン12月号
表紙、巻頭インタビュー（5ペ
ージ）
ピアノデュオの歴史執筆（2ペ
ージ）、
連弾の名曲７選執筆（２ペー
ジ）
練馬区文化振興協会情報誌
ねりかる Vol.20.2
インタビュー掲載

2021年2月

■ 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
[担当学生の受賞]
2012 年度

摘要
J.ブラームス国際コンクール（オーストリア） ピアノ部門 第２位 （卒業生）
日本香港国際音楽コンクール ピアノ Intermediate（中級） 部門 第２位
彩の国・埼玉ピアノコンクール F 部門 銅賞
ピティナ・ピアノコンペティション G 級 全国大会入選
横浜国際音楽コンクール ピアノ部門 大学の部 第４位
東京ピアノコンクール 一般 A 部門
／ 高校生部門
(卒業生)

2013 年度

第１位、準グランプリ ／ 大学生部門

第３位

第３位

テレコム・ベートーヴェン国際コンクール・ボン 第３位
飯塚新人音楽コンクール ピアノ部門 第２位
(在校生)
日本音楽コンクール 入選
横浜国際コンクール 大学生の部 第１位、第３位、第５位
日本クラシックコンクール
大学女子の部 第３位、高校男子の部 第５位、高校女子の部 第５位
ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 大学生部門 アジア大会 銀賞
日本モーツァルト音楽コンクール 一般部門 第２位
彩の国埼玉ピアノコンクール F 部門 銅賞
日本香港国際音楽コンクール
ヤングアーティスト部門高校生の部 第１位、プロフェッショナル部門一般の部 第３位
大阪国際音楽コンクール ２台ピアノ部門 第２位
桐朋ピアノコンチェルトコンペティション 第１位
桐朋ピアノコンペティション 第２位
(音楽教室生)
全日本学生音楽コンクール 東京大会第１位、全国大会第３位

2014 年度

日本クラシックコンクール
高校女子の部 第３位、中学男子の部 第１位 グランプリ、小学男子の部 第３位
アントニオ・ナポリターノ国際ピアノコンクール （イタリア） 第３位 若松寛子
ジュゼッペ・アチェルビ国際音楽コンクール （イタリア） カテゴリーE 第１位 若松寛子
ショパン国際ピアノコンクール in ASIA アジア大会 大学生部門 銀賞 本多美瑞紀
フッペル鳥栖ピアノコンクール フッペル部門 第１位 河合丈則
彩の国・埼玉ピアノコンクール F 部門 金賞、ヤマハ賞、審査委員長賞 西澤財
東京ピアノコンクール ピアノ協奏曲部門 第１位、 全部門－最優秀賞 権田晃朗
桐朋ピアノコンチェルトコンペティション 第２位 神谷悠生
桐朋ピアノコンペティション 入選 河合丈則
全日本学生音楽コンクール 全国大会 ピアノ部門 高校の部 入選 内田野乃夏
全日本学生音楽コンクール 北九州大会 ピアノ部門 高校の部 第１位 内田野乃夏
日本クラシック音楽コンクール 全国大会 ピアノ部門 高校女子の部

第３位 内田野乃夏
第５位 荒井玲奈
全日本アールンピアノコンペティション 総合全国大会プレミアファイナル２ 銅賞 吉原彩景音
全日本アールンピアノコンペティション 全国大会 Ｅ級（高校生） 第５位 吉原彩景音
ジュラ・キシュ国際ピアノコンクール 高校生部門 第３位 石橋愛
桐朋学園全国ジュニア音楽コンクール 中学生部門 第２位 尼子裕貴
2015 年度

桐朋ピアノコンチェルトコンペティション 第３位 河合丈則
桐朋ピアノコンペティション 第２位 堀内麻未
桐朋ピアノコンペティション 入選 河合丈則
全日本学生音楽コンクール 全国大会 ピアノ部門 高校の部 第１位 尼子裕貴
全日本学生音楽コンクール 東京大会 ピアノ部門 高校の部 第１位 尼子裕貴
ショパン国際ピアノコンクール in ASIA アジア大会 コンチェルト B 部門 銅賞 荒井玲奈
ピティナ・ピアノコンペティション 全国決勝大会 F 級 ベスト１１賞 荒井玲奈

2016 年度

ピティナ・ピアノコンペティション 全国決勝大会 G 級 入選 内田野乃夏
全日本芸術コンクール関東本選 ピアノ 高校生部門 第３位 吉原彩景音
日本クラシック音楽コンクール全国大会 ピアノ部門 高校女子の部 第３位 内田野乃夏
日本クラシック音楽コンクール全国大会 ピアノ部門 高校女子の部 第４位 石橋愛
K Piano コンクール ピアノソロ部門 上級 第３位 石橋愛
K Piano コンクール ピアノソロ部門 上級 第３位 高梨壮一郎
エレーナ・リヒテル国際ピアノコンクール 高校生部門 第４位 吉原彩景音
イル・ド・フランス国際ピアノコンクール（フランス）第３位 荒井美沙樹
カルロ・ヴィドゥッソ国際ピアノコンクール（イタリア）第２位 若松寛子
ソレイユ音楽コンクール 第２位 本間里衣奈
ペトロフピアノコンクール第５位 本間里衣奈
K Piano コンクール ピアノソロ部門・上級 第１位 本間里衣奈
K Piano コンクール ピアノソロ部門・中級 第３位 赤塚響子
デザイン K 音楽コンクール 第３位 大学・一般 第３位（最高位） 本多美瑞紀
愛知ピアノコンクール 大学・一般 金賞・中日新聞社賞 本多美瑞紀
東京ピアノコンクール 大学部門 第１位 渋谷明歩
東京ピアノコンクール 大学部門 第４位 本多美瑞紀
桐朋コンチェルトコンペティション 第 3 位 大 4 権田晃朗
桐朋ジュニアピアノコンクール 高校生部門 第 3 位 高 1 橋本瞳里
Jirisan 国際音楽アカデミーコンクール（韓国） 第 1 位 高 2 尼子裕貴
カワイ音楽コンクール S 部門 奨励賞 大１ 石橋愛
「静岡の名手たち」オーディション コンチェルト賞 大 3 本多 美瑞紀
八潮市新人オーディション 市長賞 大１ 石橋愛
日本クラシック音楽コンクール 第 5 位 大 4 渡邉 咲季
K グランプリコンクール 優秀賞 大 2 赤塚響子、 大 3 本間里衣奈
パン・パシフィック現代音楽コンクール 第 3 位 研終了 河合丈則
ロゼピアノコンクール 大 3 本多 美瑞紀

2017 年度

ブルクハルト国際音楽コンクール 第 5 位 高 3 吉原 彩景音
全日本芸術協会・芸術フェスティバル 2016 ピアノ部門 第 2 位 高 3 吉原 彩景音桐朋ピアノコン
チェルトコンペティション 第 2 位 大 2 堀内麻未、 第 3 位 大 4 本間里衣奈
桐朋ピアノコンペティション 第 2 位 大 4 本間里衣奈
PTNA ピアノコンペティション コンチェルト B 部門 ベスト 3 賞 大 4 本多美瑞紀
PTNA ピアノコンペティション G 級 ベスト 5 賞 大 1 荒井玲奈
フッペル鳥栖ピアノコンクール フッペル部門 第 3 位 大 2 内田野乃夏、
入選 大 2 石橋愛、大 2 高梨壮一郎

コンセール・マロニエ 21 ピアノ部門 入選 大 2 内田野乃夏
日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 大学男子の部 第 5 位 大 4 樋高雄太
東京ピアノコンクール 2 台ピアノ部門 第 3 位 大 4 樋高雄太
全日本学生音楽コンクール 全国大会 ピアノ部門 高校の部 入選 高 1 重松良卓
全日本学生音楽コンクール 東京大会 ピアノ部門 高校の部 奨励賞 高 2 橋本瞳里
彩の国・埼玉ピアノコンクール Ｅ部門 銅賞 高 3 井上莉里
東京ピアノコンクール 高校部門 第 1 位 高 3 井上莉里
全日本ジュニアクラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校 1 年生の部 高 1 大西梨里 第 2 位
2018 年度

馬場彩乃 （高校1年） 石川県 NOTO ピアノコンクール 最優秀賞
大津山優 （大学3年） 音の夢コンクール 大学生/一般の部 第3位
大西梨里 （高校2年）全日本学生音楽コンクール 東京大会高校の部 入選
橋本瞳里 （高校3年）全日本学生音楽コンクール 東京大会高校の部 入選
尼子裕貴 （大学1年）桐朋ピアノコンチェルトコンペティション 第2位
尼子裕貴 （大学1年）日本音楽コンクール 第3位
渡邉咲季（2017年3月大学卒業）ダヌビア・ダレンツ国際コンクール（ハンガリー） 第3位
荒井玲奈 （大学2年）フッペル鳥栖ピアノコンクール フッペル部門 第1位
重松良卓 （高校1年）K Piano コンクール 高校生部門 第1位
重松良卓 （高校1年）ショパン国際ピアノコンクール in Asia プロフェッショナル部門 全国大会 第2位
本多美瑞紀 （修士1年）東京ピアノコンクール 一般 A 部門 第1位
本多美瑞紀 （修士1年）K グランプリコンクール 第4位

2019年度

本多美瑞紀 （修士 1 年）ロゼピアノコンクール 大学・一般の部 B 第 1 位
Japan Open International Piano Competition 第1位 大2 尼子裕貴
PTNAピアノコンペティション Pre特級 銀賞 大3 荒井玲奈
安川加寿子記念コンクール 第２位 大3 荒井玲奈
PTNAピアノコンペティション G級 銅賞 大2 石丸晃久
PTNAピアノコンペティション 2台ピアノ上級 金賞 大4石橋愛・大4内田野乃夏
桐朋ピアノコンペティション 第3位 大3 吉田夢佳
フッペル鳥栖ピアノコンクール フッペル部門 入選 大1 橋本瞳里
日本演奏家コンクール ピアノ部門 一般Aの部 第2位 修士2 本多美瑞紀
KOBE国際コンクール ピアノ C部門 第2位 修士2 本多美瑞紀
全日本学生音楽コンクール 東京大会高校の部 入選 高2 馬場彩乃 高3 大西梨里
全日本学生音楽コンクール 全国大会高校の部 入選 高2 馬場彩乃
桐朋全国ジュニア音楽コンクール ピアノ部門高校生の部 第2位 高2 馬場彩乃
PTNAピアノコンペティション E級 ベスト賞 高1 橋本莉音
K pianoコンクール 高校生部門 第3位 高1 磯部抄奈
【担当校務】
教務部長
ピアノ部会主任
制度審議委員
音教運営委員
採用検討委員
自己点検評価委員
教育研究活動に関する専門委員
名古屋教室室長
桐朋学園大学院大学非常勤講師

2020年度

【学生・生徒の入賞】
荒井玲奈（大４） 日本音楽コンクール入選、
桐朋ピアノコンペティション第1位
古内里英（大４） ピティナピアノコンペティション Pre特級 全国大会入選
佐伯涼真（大２） フッペル鳥栖ピアノコンクール 第２位
中川紗瑛（大２） ショパン国際コンクールin Asia アジア大会 銀賞
重松良卓（大１） フッペル鳥栖ピアノコンクール 第２位、月光賞
橋本莉音（高２） 全日本学生音楽コンクール 東京大会入選、
ショパン国際コンクールin Asia アジア大会 金賞
石橋愛（修１）・内田野乃夏（修１） 大阪国際音楽コンクール２台ピアノ部門 第２位、神戸市長賞
【校務】
教務部長
ピアノ部会主任
評議員
音楽教室運営委員
制度審議委員
採用検討委員
自己点検評価委員
桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室 名古屋教室長
桐朋学園大学音楽学部附属子供のための音楽教室 高松教室長

■ その他の業績
年月日
2012 年度

摘要
【受賞】
ＰＴＮＡ（一般社団法人全日本ピアノ指導者協会） 指導者賞
東京ピアノコンクール ピアノ教育者賞

2012 年度

2014 年度

横浜国際音楽コンクール 音楽教育者賞
全日本ピアノ指導者協会 指導者賞
日本クラシックコンクール 優秀指導者賞
台日国際連合トップ交流コンサート 指導表彰
久留島武彦文化賞受賞 公益財団法人 日本青少年文化センターより数々の国際音楽コンク
ールに入賞し、世界的に活躍しながら
子どもたちに質の高い音楽を贈り届けている活動に対して
全日本ピアノ指導者協会 指導者賞

2016 年 8 月
2016 年 12 月
2017 年 8 月
2017 年 12 月

日本クラシックコンクール 優秀指導者賞
東京ピアノコンクール ピアノ教育者賞
全日本ピアノ指導者協会 指導者賞
日本クラシック音楽コンクール 優秀指導者賞
東京ピアノコンクール 教育者賞
全日本ピアノ指導者協会（PTNA）指導者賞
日本クラシック音楽コンクール優秀指導者賞
全日本ピアノ指導者協会（PTNA）指導者賞
日本クラシック音楽コンクール優秀指導者賞

2011 年４月６日

【CD】
ピアノデュオ中井恒仁&武田美和子による ブラームス「ハンガリー舞曲集 ワルツ集」全
曲 販売元：Ｔ&Ｋエンターテイメント株式会社 発売元：日本コロムビア

2013 年３月

ＰＴＮＡピアノコンペティション課題曲 ＣＤ録音

2013 年 10 月 2 日
2016 年 8 月 24 日

「ファンタジー」
中井恒仁＆武田美和子「新世界より＆スラヴ舞曲集」リリーズ
レコード芸術 特選版
ANA 国際線機内オーディオ番組 CD に使用される

2017 年 3 月

全日本ピアノ指導者協会（PTNA）課題曲 CD

2016 年 8 月 1～１１日

【講習会】
ミュージックセミナー in ゆうばり 講師

2016 年 8 月１１～22 日

MusicAlp 国際音楽アカデミー（フランス） 講師

2017 年 2 月１９～26 日
2017 年 8 月 1～6 日

Jirisan 国際音楽フェスティバルアカデミー（韓国） 講師
ミュージックセミナー in ゆうばり 講師
【公開講座】

2011 年４月４日

ＰＴＮＡピアノコンペティション課題曲セミナー （福岡県・小川楽器柳川店ホール）

2011 年４月 10 日

ＰＴＮＡピアノコンペティション課題曲セミナー （高知県男女共同参画センター「ソーレ」大会議
室）

2011 年５月８日

ＰＴＮＡピアノコンペティション課題曲セミナー （鹿児島市民文化ホール）

2011 年５月 13 日

ＰＴＮＡピアノコンペティション課題曲セミナー （新潟県・ヤマハ音楽教室デッキィ 401センター）

2011 年６月５日

公開レッスン （和幸楽器越谷店）

2011 年７月 23 日

公開講座「リストから新しい時代へ」 （鯖江市文化センター）

2011 年 7 月 23・24 日

公開レッスン （鯖江市文化センター 他）

2011 年８月９～14 日

ミュージックセミナー in トマム （北海道勇払郡「アルファリゾート・トマム」）

2012 年２月 26・27 日

仙台ピアノデュオの会 公開レッスン

2012 年３月２日

ＰＴＮＡピアノコンペティション 課題曲セミナー （銀座・ヤマハホール）

2012 年３月８日

ＰＴＮＡピアノコンペティション 課題曲セミナー （沖縄県・ベッテルハイムホール）

2012 年３月 22 日

ＰＴＮＡピアノコンペティション 課題曲セミナー （浦和コミュニティセンター）

2012 年３月 30 日

ＰＴＮＡピアノコンペティション 課題曲セミナー （新潟県・ヤマハ音楽教室デッキィ 401 センタ
ー）
ミュージックセミナー in TOMAMU 講師 （北海道勇払郡占冠村字中トマム）
ＰＴＮＡ（全日本ピアノ指導者協会）課題曲セミナー （浜離宮朝日ホール小ホール、 盛岡市民

2012 年８月７～12 日
2013 年３月２・３日

文化ホール小ホール）
2013 年 4 月 25 日、6 月 ピアノデュオ レッスン 仙台
27 日
2013 年 6 月 7 日

名東文化小劇場 公開レッスン

2013 年 6 月 9 日
2013 年 6 月 23 日

大府市勤労文化会館 くちなしホール PTNA 課題曲公開レッスン
桐朋学園子供のための音楽教室 市川教室 公開レッスン

2013 年 8 月７～12 日

リゾートセミナー in トマム

2013 年 8 月 23 日
2013 年 10 月 6 日

桐朋学園子供のための音楽教室 名古屋教室 公開レッスン
日本ピアノ教育連盟 公開レッスン 新潟

2013 年 10 月 20 日

桐朋学園子供のための音楽教室 仙川教室 特別レッスン

2013 年 10 月 27 日

音色体験セミナー「良い音ってなんだろう」 カワイ前橋ショップ

2013 年 11 月 24 日、12 桐朋学園子供のための音楽教室 市川教室 室内楽セミナー
月 26 日
2014 年 1 月 13 日

桐朋学園子供のための音楽教室 名古屋教室 公開レッスン

2014 年 4 月 6 日
2014 年 6 月１日

こまば会 公開レッスン
沖縄 公開レッスン（ソロと連弾）

2014 年 6 月 22 日
2014 年 8 月 5 日

桐朋学園子供のための音楽教室 市川教室 公開レッスン
桐朋学園子供のための音楽教室 名古屋教室 公開レッスン

2014 年 8 月 8～13 日
2014 年 8 月 30 日
2014 年 8 月 31 日

ミュージックセミナーin ゆうばり （北海道）講師
桐朋学園子供のための音楽教室 名古屋教室 公開レッスン
公開レッスン 銀座音大フェスティバル 銀座山野楽器

2014 年 11 月 23 日
2014 年 11 月 24 日

桐朋学園子供のための音楽教室 市川教室 公開レッスン
名古屋音楽大学 公開レッスン

2014 年 12 月 14 日

特別レッスン カワイ表参道

2014 年 12 月 23 日

桐朋学園子供のための音楽教室 市川教室 室内楽講座

2014 年 12 月 26 日
2015 年 1 月 18 日
2015 年 2 月 8 日

桐朋学園子供のための音楽教室 名古屋教室 公開レッスン
桐朋学園子供のための音楽教室 市川教室 室内楽講座
桐朋学園子供のための音楽教室 名古屋教室 公開レッスン

2015 年 2 月 24 日
2015 年 3 月 3 日

ピアノデュオ 特別レッスン 仙台
PTNA 課題曲セミナー イトウミュージックショップ船橋

2015 年 3 月 7 日

PTNA 課題曲セミナー カワイ甲府ショップ

2015 年 5 月 2 日
2016 年 4 月 13 日

埼玉ピアノコンクール課題曲説明会 市民会館おおみや
PTNA 課題曲セミナー（山野楽器本店）

10 月 2 日
２０１７年 3 月 2 日
2017 年 5 月 3 日
2017 年 10 月 24 日

ピアノ教育連盟 名古屋ヤマハ
PTNA 課題曲セミナー 浜離宮朝日ホール小ホール
埼玉ピアノコンクール課題曲説明会 （さいたま市民会館大宮）
都立総合芸術高等学校 公開レッスン
【特別レッスン】

2016 年5 月1 日、6 月16 桐朋学園 名古屋教室
日、
7 月 20 日、12 月１日
2017 年 1 月 12 日、2 月
5日
2016 年 6 月 19 日
5 月 25 日
2017 年 4 月 27 日、

桐朋学園 京都教室
仙台デュオの会
仙台デュオの会

6 月7 日
2017 年 6 月 8 日、

桐朋学園大学子どものための音楽教室 名古屋教室

７月 18 日、8 月 16 日、

山野楽器特別レッスン

9 月 20 日、11 月 30 日
2018 年 1 月10 日、26 日 ニコニコ堂特別レッスン
2018 年 2 月 25 日
2018 年 3 月 10 日

【コンクール審査】
2011 年４月 24 日

煥乎堂ピアノコンクール 本選 審査 （群馬県）

2011 年５月 15 日

耕心館ジュニアピアノコンテスト 本選 審査委員長 （東京都西多摩郡）

2011 年７月２・３日

ＰＴＮＡピアノコンペティション Ｇ級 審査

2011 年７月 28 日

カワイ音楽コンクール 全国大会 ピアノ部門連弾の部 審査

2011 年８月 19・20 日
2011 年８月 27 日

ＰＴＮＡピアノコンペティション 全国大会 連弾・２台ピアノ部門 審査
第 20 回こまば会 ピアノコンクール 審査委員長 （東京都府中市）

2011 年９月 18 日

彩の国・埼玉ピアノコンクール 準本選 審査

2011 年 10 月 29 日

彩の国・埼玉ピアノコンクール 本選 審査

2012 年３月 18 日
2012 年度

耕心館ジュニアピアノコンテスト 本選 審査委員長
ＰＴＮＡ（全日本ピアノ指導者協会）ピアノコンペティション
カワイ音楽コンクール全国大会
埼玉ピアノコンクール
北本ピアノコンクール
熊日学生音楽コンクール（主催：熊本日日新聞社）
富山県青少年音楽コンクール
ヤマノジュニアピアノフェスティバル

2013 年 7 月 25 日
2013 年 7 月 28 日
2013 年 8 月 14 日

耕心館ジュニアピアノコンテスト
こまば会ピアノコンクール
煥乎堂ピアノコンクール
他
埼玉ピアノコンクール
カワイ音楽コンクール全国大会 ピアノ部門連弾の部
日本アンサンブルコンクール 審査員

2013 年 8 月 18・19 日
2013 年 8 月 21 日
2013 年 8 月 25 日
2013 年 9 月 15 日

PTNA ピアノコンペティション全国大会、連弾、２台ピアノ部門
北本ピアノコンクール 連弾部門
こまば会 ピアノコンクール
耕心館ジュニアピアノコンテスト 審査員長

2013 年 9 月 29 日
2014 年 1 月 26 日
2014 年 3 月 21 日
2014 年 3 月 30 日

北本ピアノコンクール
耕心館ジュニアピアノコンテスト 審査員長
耕心館ジュニアピアノコンテスト本選 審査員長
煥乎堂ピアノコンクール 本選

2014 年 6 月 28・29 日
2014 年 7 月 28 日

ＰＴＮＡピアノコンペティション 審査
カワイ音楽コンクール 全国大会 審査

2014 年 7 月 3１日

埼玉ピアノコンクール 審査

2014 年 8 月 20 日

北本ピアノコンクール 審査

2014 年 8 月 21 日
2014 年 8 月 23 日

桐朋学園 全日本 ジュニア音楽コンクール 審査
こまば会 ピアノコンクール 審査委員長

2014 年 8 月 25～27 日

全日本学生音楽コンクール 審査

2014 年 9 月 27 日
2014 年 9 月 28 日

北本ピアノコンクール 審査
耕心館ジュニアピアノコンテスト 審査員長

2014 年 10 月 5 日

桐朋学園 全日本ジュニア音楽コンクール 審査

2014 年 10 月 11～13 日 フッペル鳥栖ピアノコンクール 審査
2014 年 10 月 17・18 日
2014 年 10 月 25 日

学生コンクール東京大会本選 審査
彩の国さいたまピアノコンクール 審査

2014 年 12 月 22 日

日本クラシックコンクール全国大会 審査

2015 年 1 月 25 日
4 月 16、17 日

耕心館ジュニアピアノコンテスト 審査員長
小松市ピアノコンクール

7 月3 日
7 月 19 日

PTNA ピアノコンペティション
PIARA ピアノコンクール全国大会

8 月 28、29 日
9 月 1、2、3、17、18 日
10 月 21、22 日

全日本学生音楽コンクール 東京大会 予選

9 月 25 日
10 月 8、9、10 日

耕心館ジュニアピアノコンテスト 審査員長
フッペル鳥栖ピアノコンクール

12 月 18 日

K Piano コンクール

2017 年 1 月 7 日

ヤマハリトルピアニスト アドバイザー

1 月 29 日、3 月 26 日
2017 年 5 月 28 日、
6 月 25 日

耕心館ジュニアピアノコンテスト 審査員長
練馬区新人演奏会オーディション

2017 年 6 月 29 日、

コンセール・マロニエ 21

全日本学生音楽コンクール 東京大会 本選

8 月 19 日、10 月 14 日
2017 年 8 月18 日、20 日 PTNA ピアノコンペティション 全国大会
2017 年 8 月 17 日

埼玉ピアノコンクール

2017 年 9 月 24 日、
2018 年 1 月 28 日、
2018 年 3 月 25 日

耕心館Ⓙユニアピアノコンテスト 審査員長

2017 年 10 月 1 日

山野楽器コンクール

2017 年 10 月 7、8、9 日 フッペル鳥栖ピアノコンクール
2017 年 12 月 24 日

K Piano コンクール

2018 年 1 月 20 日

ベートーヴェン国際コンクール アジア

2018 年 3 月 18 日

和幸楽器ピアノコンクール

2018 年 3 月 25 日

富山県青少年音楽コンクール
【学外団体】
全日本ピアノ指導者協会（PTNA）評議員
日本演奏連盟会員
ピアノ教育連盟会員
【その他】

[アウトリーチ活動]
中井恒仁＆武田美和子 ピアノデュオコンサート フコク生命訪問コンサート
曲目はいずれも、ブラームス｢ハンガリー舞曲集より｣、モーツァルト｢２台ピアノのための
ソナタ｣、チャイコフスキー｢花のワルツ｣他
2012 年７月 10 日

盛岡市

2012 年９月７日
2012 年 12 月 13 日

宇都宮市
秋田県

2013 年２月４日

川崎市
中井恒仁＆武田美和子 ピアノデュオコンサート フコク生命訪問コンサート

2013 年 6 月 13 日

練馬
ブラームス「ハンガリー舞曲集」より、モーツァルト「２台のピアノのためのソナタ」、シ
ョパン「英雄ポロネーズ」他

2013 年 9 月 12 日

鳥取
ブラームス「ハンガリー舞曲集」より、モーツァルト「２台のピアノのためのソナタ」、レ
ハール「メリー・ウィドー ワルツ」他

2013 年 10 月 9 日

共演：山本薫（Vl）

大分

Ｊ・シュトラウス「美しき青きドナウ」、モーツァルト「２台のピアノのためのソナタ」、
ビゼー＝シム「２台ピアノのための演奏会用組曲『カルメン』」より他
2013 年10 月11・12 日（3 会津
公演）

ブラームス「ハンガリー舞曲集」より、ショパン「英雄ポロネーズ」、モーツァルト「２台
ピアノのためのソナタ」、ミヨー「ブラジレイラ」 他

［音楽誌掲載］

ショパン ７月号 ブラームスピアノ作品について２ページ執筆
ショパン １０月号 表紙・巻頭インタビュー

2017 年 3 月

ムジカノーヴァ 11 月号 チャイコフスキー：四季より「トロイカ」のアナリーゼ
ぶらあぼ 11 月号 演奏会紹介記事
ショパン 12 月号 表紙・巻頭インタビュー
日本経済新聞電子版 ビジュアル音楽堂 で紹介される

2018年11日～12日

【講習会】
MusicAlp 国際音楽アカデミー（フランス） 指導と演奏

2019年3月

【CD】
PTNA 課題曲 CD

2018年9月14日
2019年3月2日

【公開講座】
愛知県立明和高等学校 公開レッスン
PTNA 課題曲説明会 浜離宮朝日ホール小ホール

2018年6月14日

【特別レッスン】
仙台デュオの会

2018年4月19日、5月23 桐朋学園大学音楽学部附属子どものための音楽教室 名古屋教室
日、6月21日、9月27日、
10月18日
2019年2月3日

大宮ニコニコ堂特別レッスン

2019年3月14日
【コンクール審査】
PTNA ピアノコンペティション Jr.G 級審査
2018年4月15日

カワイ音楽コンクール全国大会審査

2018年8月2日

PTNA ピアノコンペティション G 級審査

2018年8月7、8日
2018年8月27日

桐朋ピアノコンペティション 本選審査
耕心館ジュニアピアノコンテスト 審査員長

2018年9月23日

桐朋学園全国ジュニア音楽コンクール 本選審査

2018年9月30日
2018年12月16日

K Piano コンクール審査
ソナタコンクール 本選審査

2018年12月23日
201９年1月20日

PTNA 表参道支部 プレミアムコンサート メンター
耕心館ジュニアピアノコンテスト 審査員長

2019年１月26日
ベートーヴェン国際コンクール アジア
2019年２月２日
Shigeru Kawai 国際ピアノコンクール DVD 審査
2019 年 2 月 25 日～27
日

【執筆】
Our Music No.343 巻頭随筆
ショパン３月号 ピアニストたちはいま 寄稿
【学外団体】
全日本ピアノ指導者協会（PTNA）評議員
日本演奏連盟会員
ピアノ教育連盟会員

2019年8月7日

【CDリリース】
ベートーヴェン：交響曲第9番 リストによる2台ピアノ版
【講習会】

2019年8月2日～7日
2019年8月11日～12日

ミュージックセミナーin夕張 指導と演奏
MusicAlp国際音楽アカデミー（フランス） 指導と演奏
【公開講座・公開レッスン】

2019年5月28日
2019年11月1日
2019年11月2日
2019年11月3日

2019年4月18日、6月27
日、12月19日、

新潟県立中央高等学校 公開レッスン
上海音楽学院 マスタークラス （中国）
中国ピアノ教育セミナー
公開講座、マスタークラス 蘇州大学 （中国）
中国ピアノ教育セミナー
マスタークラス 蘇州大学（中国）
【特別レッスン】
桐朋学園大学子どものための音楽教室名古屋教室

2020年1月23日、2月2日
2019年5月3日、5日
桐朋学園大学子どものための音楽教室仙川教室
2019年6月30日

桐朋学園大学子どものための音楽教室大阪教室

2019年7月23日

仙台デュオの会

2020年3月28日

大宮ニコニコ堂特別レッスン

2019年4月6日

【FM出演】
FM YOKOHAMA響きのクラシック ゲスト出演

2019年4月13日

FM YOKOHAMA響きのクラシック ゲスト出演

2019年5月26日

【コンクール審査】
日本室内楽コンクール審査

2019年6月9日

PTNAピアノコンペティション G級審査

2019年8月27日
2019年9月11日～18日

桐朋ピアノコンペティション 本選審査
Music Competition 6th Interenational Edition（イタリア・ミラノ）審査

2019年9月22日
桐朋学園全国ジュニア音楽コンクール 本選審査
2019年10月13日～16日 International Festival and Competition Japan Open 審査
2019年10月､11月
2019年12月22日
2019年12月22日

日本音楽コンクール審査
K連弾・二台ピアノコンクール審査
K Pianoコンクール審査

2020年1月26日
2020 年 2 月 8 日

耕心館ジュニアピアノコンテスト 審査員長
ベートーヴェン国際コンクール アジア
【記事】
日本ブラームス協会会報誌 赤いはりねずみ 演奏会と西原稔先生との対談
Our Music No.345 課題曲説明会の内容
モーストリークラシック11月号 インタビュー
音楽の友11月号 インタビュー
ぶらあぼ11月号 インタビュー
ANA国際線機内番組 ANA SKY CHANNEL11，12、1月号にCDがセレクトされる
さあ弾こう ピアノデュオ でCDが紹介される
【学外団体】
全日本ピアノ指導者協会（PTNA）評議員
日本演奏連盟会員
ピアノ教育連盟会員

2021年1月

ピティナ課題曲CD録音

2020年7月１日

ピアノデュオ特別レッスン（仙台）

2021年2月25,26日

パリ・エコール・ノルマルのジグマノフスキー教授（オンライン）と中井（対面）のハイブリッドのマ
スタークラス

2021年3月2日

ピティナ課題曲説明会（ライブ配信）

2020年8月

ピティナピアノコンペティション審査 本選、全国大会

2020年9月～10月
2020年12月3日

日本音楽コンクール審査
Kpianoコンクール審査

2021年2月6日

ベートーヴェン国際ピアノコンクールアジア審査

2021年3月20日

和幸ピアノコンクール審査

