
業績区分

名　　称 年　月　日 会　　場 曲目・共演者等

アカンサスⅡ
コンサート

2012年6月17日
東京文化会館
小ホール

ハイドン：チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101
弦楽合奏団アカンサスⅡ

ラ・クァルティーナ
チェロ四重奏コンサート

2012年6月23日 パルテノン多摩 バッハ：シャコンヌ　　他

ラ・クァルティーナ
チェロ四重奏コンサート

2012年7月24日 神奈川県立音楽堂 バッハ：シャコンヌ　　他

白馬
和田の森コンサート

2012年8月12日 白馬 和田の森教会 山口裕之(ヴァイオリン)　　他

さくら弦楽四重奏団
コンサート

2012年
12月20日・21日

ティアラこうとう
 小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲　　他
山口裕之(ヴァイオリン)　　他

向山佳絵子と仲間たち 2013年2月6日 JTホール 向山佳絵子(チェロ)　　他

白馬
和田の森コンサート

2013年8月11日 白馬 和田の森教会 山口裕之(ヴァイオリン)　　他

ＮＨＫ交響楽団
海外公演

2013年8月25日
ザルツブルグ
フェルゼンライトシュー
レ

ベルリオーズ：幻想交響曲 作品14　　他
シャルル・デュトワ(指揮)

ラ・クァルティーナ
チェロ四重奏コンサート

2013年10月27日
海老名市文化会館
小ホール

バッハ：シャコンヌ　　他

さくら弦楽四重奏団
コンサート

2013年
12月20日・21日

ティアラこうとう
小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲　　他
山口裕之(ヴァイオリン)　　他

ＮＨＫ交響楽団
定期演奏会

2012年・2013年
年間約35回

ＮＨＫホール ＮＨＫ交響楽団

ＮＨＫ交響楽団
契約公演

2012年・2013年
年間約35回

サントリーホール ＮＨＫ交響楽団

埼玉会館
ランチタイムコンサート
第25回NHK交響楽団
12人のチェリストたち

2014年4月25日 埼玉会館
クレンゲル：讃歌　他
藤森亮一(vc)　他

音楽活動（演奏会出演・コンクール審査等）　［2012年4月1日～2022年3月31日］

フリガナ

氏 名
フジ ワラ ハマ オ

藤 原 浜 雄
職 名 研究科長 就任年月日 1999年4月1日

ドウギン ヒサヤ
銅 銀 久 弥

フリガナ

氏 名
職 名 教 授

（研究科長）
就任年月日 2012年4月1日



第14回泉の森
ジュニアチェロコンクール

2014年5月4日 泉の森ホール コンクール審査

桐朋学園大学院大学
コンチェルト実習

2014年
5月24、25日

富山市民
芸術創造センター

モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番　他
高関健（指揮）
桐朋アカデミー・オーケストラ　他

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2014年7月15日
桐朋学園
富山キャンパス210室

モーツァルト：ピアノ四重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

アンサンブルVin
コンサート

2014年7月18日 iitiko音の泉ホール
ラヴェル：ヴァイオリンとチェロのためのソナタ
川瀬麻由美(vn.)　他

清里の森　涼風祭
森と水のコンサート

2014年8月10日 清里の森音楽堂
室内楽曲
金田幸男（vn.）　他

白馬　和田の森
教会コンサート

2014年8月12日 和田の森教会
室内楽曲
山口裕之（vn.）　他

リビングミュージックサロン
Vol.9 チェロ四重奏
ラ・クァルティーナ
コンサート

2014年8月29日 ルネスホール
バッハ：シャコンヌ　他
藤森亮一　他

ラ・クァルティーナ
N響チェロの四重奏は
こんなにいい感じ！

2014年8月30日 神戸朝日ホール
バッハ：シャコンヌ　他
藤森亮一　他

ラ・クァルティーナ
N響チェロの四重奏は
こんなにいい感じ！

2014年9月4日 浜離宮朝日ホール
バッハ：シャコンヌ　他
藤森亮一　他

音楽と心のハーモニー
in IWAKI

2014年9月6日
東日本国際大学
体育館

ポッパー：ハンガリアンラプソディー　他
広海滋子（Pf.)

N響メンバーによる
山フレンズ
アンサンブルコンサート
in 白馬

2014年9月21日
長野県白馬村
ウイング21ホール

モーツァルト：フルート四重奏曲　他
細川順三（Fl.)　他

桐朋学園大学院大学
協奏曲の夕べ

2014年10月17日 オーバード・ホール
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲　他
桐朋学園大学院大学生
桐朋アカデミー・オーケストラ

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2014年11月19日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ベートーヴェン：チェロソナタ第3番　他
桐朋学園大学院大学生

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2014年11月21日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ブラームス：ピアノ四重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2014年12月8日
ティアラこうとう
小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲
　　　　　　　　　　第4番、第11番、第15番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)

さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2014年12月9日
ティアラこうとう
小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲
　　　　　　　　　　第4番、第11番、第15番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)



桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2014年12月12日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ラフマニノフ：チェロソナタ　他
桐朋学園大学院大学生

ジルベスターコンサート 2014年12月31日
横浜みなとみらいホー
ル
大ホール

ラヴェル：ダフニスとクロエ 第2組曲より　他
徳永二男（vn.）　他

ニューイヤー
特別コンサート

2015年1月17日 フィリアホール
モーツァルト：ピアノ協奏曲第9番　他
松田華音（pf.）　他

星と音楽のひととき 2015年3月22日
千葉市科学館
プラネタリウム

ポッパー：協奏的ポロネーズ  他
藤森亮一(vc.)　他

東京・春・音楽祭
ワーグナー ワルキューレ

2015年4月4日
東京文化会館
大ホール

ワーグナー：ワルキューレ
マレク　ヤノフスキ（指揮）　他

東京・春・音楽祭
ワーグナー ワルキューレ

2015年4月5日
東京文化会館
大ホール

ワーグナー：ワルキューレ
マレク　ヤノフスキ（指揮）　他

ひまわりの郷
コンサートシリーズ
2015春ラ・クァルティーナ

2015年6月14日
横浜市港南区民
文化センター
ひまわりの郷

バッハ：シャコンヌ　他
藤森亮一（vc.）　他

桐朋学園大学院大学
コンチェルト実習

2015年
6月20、21日

富山市民
芸術創造センター

モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番　他
円光寺雅彦（指揮）
桐朋アカデミー・オーケストラ　他

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2015年7月8日
桐朋学園
富山キャンパス210室

モーツァルト：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2015年7月10日
桐朋学園
富山キャンパス210室

モーツァルト：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

N響トップメンバーによる
チェロクァルテット

2015年7月22日 ルネスホール
フンク：組曲　他
藤森亮一（vc.)　他

N響メンバーによる12人の
チェロアンサンブル

2015年9月13日 藤沢市民会館大ホール
クレンゲル：讃歌　他
藤森亮一（vc.）　他

桐朋学園大学院大学
協奏曲の夕べ

2015年10月24日 オーバード・ホール
バルトーク：ピアノ協奏曲第3番　他
桐朋学園大学院大学生

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2015年12月8日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ドヴォルザーク：ピアノ四重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2015年12月12日
桐朋学園
富山キャンパス210室

メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2015年12月27日
ティアラこうとう
小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番 op.131
ベートーヴェン：大フーガ op.133
ブラームス：弦楽四重奏曲第3番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)



さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2015年12月28日
ティアラこうとう
小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番 op.131
ベートーヴェン：大フーガ op.133
ブラームス：弦楽四重奏曲第3番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)

ジルベスターコンサート 2015年12月31日
横浜みなとみらいホー
ル
大ホール

レスピーギ：ローマの祭り　他
徳永二男（vn.）　他

ニューイヤー
特別コンサート

2016年1月16日 フィリアホール
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番　他
前橋汀子（vn.)　他

東京ロータリークラブ
創立111周年記念例会

2016年2月10日 帝国ホテル富士の間
ポッパー：ハンガリアンラプソディー　他
林絵里（Pf.)

第73回
トワイライトコンサート

2016年2月26日
三井住友銀行
本店東館
アースガーデン

シューマン：幻想小曲集 op.73　他
林絵里（Pf.)

星と音楽のひととき 2016年3月13日
千葉市科学館
プラネタリウム

 バッハ：シャコンヌ  他
藤森亮一(vc.)　他

東京春祭
チェンバーオーケストラ
『室内楽特別コンサート』

2016年3月19日
東京文化会館
小ホール

メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲　他
玉井菜採(vn.)　他

東京・春・音楽祭
ワーグナー ジークフリート

2016年4月7日
東京文化会館
大ホール

ワーグナー：ジークフリート
マレク　ヤノフスキ（指揮）

東京・春・音楽祭
ワーグナー ジークフリート

2016年4月10日
東京文化会館
大ホール

ワーグナー：ジークフリート
マレク　ヤノフスキ（指揮）

桐朋アカデミー・
オーケストラ
第52回定期演奏会

2016年4月23日 オーバードホール
シューベルト：交響曲第8番「グレート」 D.944
井田勝大（指揮）

徳江尚子
ヴァイオリン リサイタル

2016年4月28日 紀尾井ホール
ブラームス：ピアノ三重奏曲第1番
徳江尚子（vn.)、東誠三（pf.)

NHK交響楽団
台北公演

2016年
6月3、4日

国立中正文化中心
（台北）

ブラームス：交響曲第2番
下野竜也（指揮）

緑弦楽合奏団
第32回定期公演

2016年6月12日 フィリアホール
クープラン：演奏会のための5つの小品（独奏者）
緑弦楽合奏団

桐朋学園大学院大学
コンチェルト実習

2016年
6月18、19日

富山市民芸
術創造センター

モーツァルト：ピアノ協奏曲第17番　他
円光寺雅彦（指揮）
桐朋アカデミー・オーケストラ　他

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2016年
7月１9、20日

桐朋学園
富山キャンパス210室

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲　大公　他
桐朋学園大学院大学生

清里の森 涼風祭
森と水のコンサート

2016年8月7日 清里の森音楽堂
室内楽曲
金田幸男（vn.）他



白馬 和田の森
教会コンサート

2016年
8月12、13日

和田の森教会
室内楽曲
山口裕之（vn.）　他

桐朋学園
ファカルティー・コンサート

2016年9月10日 カワイホール
ブラームス：弦楽六重奏曲第1番
毛利伯郎（vc.）　他

池田町子ども夢事業
『クラシック音楽に親しむ
演奏会』

2016年9月13日 池田町田園ホール
ブラームス：ピアノ5重奏曲　他
林 絵里(pf.)　他

チェロの夕べ
N響チェロ四重奏

2016年9月16日
スクエア荏原
ひらつかホール

フィッツェンハーゲン：協奏的ワルツ　他
藤森亮一（vc.）　他

桐朋学園大学院大学
協奏曲のひととき

2016年11月3日 オーバード・ホール
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番　他
桐朋学園大学院大学生
桐朋アカデミー・オーケストラ

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2016年
12月７、9日

桐朋学園
富山キャンパス210室

ラヴェル：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2016年12月22日
ティアラこうとう
小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第16番 op.135
ブラームス：弦楽四重奏曲第1番、第3番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)

さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2016年12月23日
ティアラこうとう
小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第16番 op.135
ブラームス：弦楽四重奏曲第1番、第3番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)

ジルベスターコンサート 2016年12月31日
横浜みなとみらいホー
ル
大ホール

シベリウス：フィンランディア　他
徳永二男（vn.）　他

New Year Concert
N響メンバーによる
チェロ四重奏団
ラ・クァルティーナ

2017年1月15日
はんしんホール
（飯能市）

バッハ：シャコンヌ　他
藤森亮一（vc.）　他

星と音楽のひととき 2017年3月17日
千葉市科学館
プラネタリウム

バッハ：シャコンヌ  他
藤森亮一(vc.)　他

東京・春・音楽祭
ワーグナー　神々の黄昏

2017年
4月1、4日

東京文化会館
大ホール

ワーグナー ：神々の黄昏
マレク　ヤノフスキ（指揮）　他

桐朋アカデミー・
オーケストラ
第54回定期演奏会

2017年4月21日 オーバード・ホール
ベートーヴェン：交響曲第７番　他
桐朋アカデミー・オーケストラ

桐朋学園大学院大学
コンチェルト実習

2017年
5月13、14日

富山市民
芸術創造センター

モーツァルト：ピアノ協奏曲第9番　他
円光寺雅彦（指揮）
桐朋アカデミー・オーケストラ　他

ミラクルチェロ
アンサンブル

2017年6月16日 JTホール
カザルス：サルダーナ　他
向山佳絵子(vc.)　他

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2017年7月6日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ドビュッシー：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生



桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2017年7月18日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ドビュッシー： チェロソナタ　他
桐朋学園大学院大学生

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2017年7月6日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲第7番　他
桐朋学園大学院大学生

清里の森 涼風祭
森と水のコンサート

2017年8月6日 清里の森音楽堂
室内楽曲集
金田幸男（vn.）　他

白馬 和田の森
教会コンサート

2017年8月12日 和田の森教会
室内楽曲集
山口裕之（vn.）　他

桐朋学園大学院大学
室内楽コンサート

2017年9月29日
桐朋学園
富山キャンパス210室

モーツァルト：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

第71回
全日本学生
音楽コンクール
チェロ部門審査

2017年10月17日 ブルーローズホール コンクール審査

桐朋学園大学院大学
協奏曲の夕べ

2017年10月20日 オーバード・ホール
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第2番　他
桐朋学園大学院大学生
桐朋アカデミー・オーケストラ

桐朋オーケストラ・
アカデミー
プレミアムコンサート

2017年11月17日 オーバード・ホール

モーツァルト：ピアノ三重奏曲 K.564
ブラームス:ピアノ三重奏曲 op.8
藤原浜雄(vn.)、ライナー・キュッヒル(vn.)、
岡田博美(pf.)

ラ・クァルティーナ
in Bunkyo 2017

2017年11月24日 文京シビックホール
クイーン（斎藤ネコ編）：ボヘミアン ラプソディ 他
藤森亮一(vc.)　他

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2017年11月30日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ドビュッシー：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

桐朋学園大学院大学
室内楽コンサート

2017年12月8日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ラフマニノフ：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生

さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2017年12月19日
ティアラこうとう
小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第12番
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第13番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)

さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2017年12月20日
ティアラこうとう
小ホール

ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第12番
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第13番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)

ジルベスターコンサート 2017年12月31日
横浜みなとみらいホー
ル
大ホール

バーンスタイン：キャンディード序曲　他
徳永二男（vn.）　他

金沢シンフォニカ
ニューイヤーコンサート
2018

2018年1月7日
横浜みなとみらいホー
ル
大ホール

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲（SOLO)
金沢シンフォニカ

梅村祐子
室内楽シリーズ

2018年1月8日 ブルーローズホール
シューマン：ピアノ五重奏曲　他
梅村祐子（pf.）、徳永二男（vn.)、
大江馨(vn.)、大野かおる(va.)



桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2018年12月8日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ラフマニノフ：チェロ　ソナタ　他
桐朋学園大学院大学生

安倍圭子
傘寿記念演奏会

2018年3月22日
東京文化会館
大ホール

安倍圭子：コンチェルティーノ　他
安倍圭子　他

桐朋学園大学院大学
コンチェルト実習

2018年
5月19、20日

富山市民
芸術創造センター

モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番　他
円光寺雅彦（指揮）
桐朋アカデミー・オーケストラ　他

星と音楽のひととき 2018年5月25日
千葉市科学館
プラネタリウム

チャイコフスキー：アンダンテ カンタービレ他
藤森亮一(vc.)　他

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2018年7月10日
桐朋学園
富山キャンパス210室

シューベルト： アルペジオーネソナタ　他
桐朋学園大学院大学生

桐朋学園大学院大学
室内楽コンサート

2018年7月13日
桐朋学園
富山キャンパス210室

メンデルスゾーン： ピアノ三重奏曲第1番　他
桐朋学園大学院大学生

真夏の音楽会vol.1 2018年8月1日
練馬文化センター
大ホール

ヨハン・シュトラウス：美しく青きドナウ　他
大谷康子　他

仲道郁代&
N響の仲間たち

2018年8月16日
東京オペラシティ
コンサートホール

ブラームス：ピアノ五重奏曲
仲道郁代(pf)　他

桐朋アカデミー・
オーケストラ
特別演奏会

2018年9月22日 オーバード・ホール
シベリウス：交響曲第2番　他
桐朋アカデミー・オーケストラ
尾高忠明(指揮）

桐朋学園大学院大学
協奏曲の夕べ

2018年10月19日 オーバード・ホール
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番　他
桐朋学園大学院大学生
桐朋アカデミー・オーケストラ

桐の会
オータムコンサート

2018年11月11日
富山市民プラザ
アンサンブル・ホール

ドビュッシー： チェロソナタ　他
中川佳美(pf.)

桐朋アカデミー・
オーケストラ
第57回定期演奏会

2018年11月18日 オーバード・ホール
ブラームス：交響曲第2番　他
桐朋アカデミー・オーケストラ

桐朋アカデミー・
オーケストラ
東京公演

2018年11月19日
東京オペラシティ
コンサートホール

ブラームス：交響曲第2番　他
桐朋アカデミー・オーケストラ

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2018年12月7日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲「ドゥムキー」　他
桐朋学園大学院大学生、川久保賜紀(vn.)

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2018年12月11日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ドビュッシー：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学生、川久保賜紀(vn.)

桐朋学園大学院大学
重奏研究
室内楽コンサート

2018年12月13日
桐朋学園
富山キャンパス210室

ラフマニノフ：チェロ ソナタ　他
桐朋学園大学院大学生



さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2018年12月18日
ティアラこうとう
小ホール

ドビュッシー：弦楽四重奏曲
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第15番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)

さくら弦楽四重奏団
定期演奏会

2018年12月19日
ティアラこうとう
小ホール

ドビュッシー：弦楽四重奏曲
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第15番
山口裕之（Vn.)、丹羽道子(Vn.)、臼木麻弥(Va.)

ジルベスターコンサート 2018年12月31日
横浜みなとみらいホー
ル
大ホール

ムソルグスキー = ラヴェル：展覧会の絵　他
徳永二男（vn.）　他

桐朋オーケストラ・
アカデミー
プレミアムコンサート

2019年1月18日 富山県民会館ホール
メンデルスゾーン： ピアノ三重奏曲第1番
ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲「ドゥムキー」
田部京子(pf.)、岡田博美(pf.)、川久保賜紀(vn.)

NHK交響楽団の
定期公演、契約公演 等
344公演

2014年4月1日
～

2019年3月31日
NHKホール　他 合計　３４４回

NHK交響楽団
第1909回定期公演

2019年
4月13日・14日

NHKホール
R.シュトラウス：交響詩ツァラトゥストラはこう語った、他
指揮／ヤクブ・フルシャ

桐朋アカデミー・オーケス
トラ
第58回定期演奏会

2019年4月20日 オーバードホール
ベートーヴェン：交響曲第５番、他
指揮／マティアス・バーメルト

NHK交響楽団
第1911回定期公演

2019年
4月24日・25日

サントリーホール
ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第１番、他
指揮／下野竜也、　Vn./ ワディム・グルズマン

NHK交響楽団
オーチャード公演

2019年5月6日 オーチャードホール
ブラームス：交響曲第２番、他
指揮／エド・デ・ワールト

桐朋学園大学院大学
コンチェルト実習

2019年
5月11日・12日

富山市民芸術創造セン
ター

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28、
他
指揮／山下 一史

NHK交響楽団
第1913回定期公演

2019年
5月17日・18日

NHKホール
ブラームス：交響曲第4番、他
指揮／ネーメ・ヤルヴィ

NHK交響楽団
第1914回定期公演

2019年
5月22日・23日

サントリーホール
サン・サーンス：交響曲第３番、他
指揮／ネーメ・ヤルヴィ

千住真理子とN響メンバー
による『四季』

2019年5月25日
岐阜不二羽島文化セン
ター

ヴィヴァルディ：四季、他
Vn.千住真理子

N響かつしかシンフォニー
ヒルズ公演

2019年6月1日
かつしかシンフォニーヒ
ルズ

ラヴェル：ボレロ、他
指揮／ジュセップ・ポンス

N響横須賀公演 2019年6月2日 横須賀芸術劇場
ラヴェル：ボレロ、他
指揮／ジュセップ・ポンス

室内楽の夕べ 2019年6月10日 狛江エプタザール シューマン：ピアノ五重奏曲、他



N響第1917回定期公演
2019年

6月19日・20日
サントリーホール

メシアン：トゥランガリラ交響曲
指揮／パーヴォ・ヤルヴィ

NHK交響楽団
オーチャード公演

2019年6月22日 オーチャードホール
メシアン：トゥランガリラ交響曲
指揮／パーヴォ・ヤルヴィ

N響静岡公演名曲コン
サート

2019年6月27日 静岡グランシップ
ベートーヴェン：交響曲第7番、他
指揮／下野竜也

N響名曲コンサート　２０１
９

2019年7月2日 サントリーホール
ベルリオーズ：幻想交響曲、他
指揮／井上道義

N響メンバーによる室内楽
コンサート

2019年7月4日 ルーテル市ヶ谷 Vn.高井敏弘、他

桐朋学園大学院大学
重奏研究コンサート

2019年
7月12日・16日

桐朋学園富山キャンパ
ス
アンサンブル室

シューベルト：アルペジオーネ・ソナタD.821、他

N響契約公演
2019年

7月19日・20日・
21日・23日

NHKホール、
ザ・シンフォニーホール、
松山県民会館、
とりぎん文化会館

シベリウス：交響曲第２番、他
指揮／ディマ・スロボデニューク

N響契約公演
2019年

7月27日・29日

アイシンワーナーホー
ル、
福山リーデンローズ

N響ほっとコンサート
2019年

8月3日・4日
ミューザ川崎、
NHKホール

ガーシュイン：ラプソディ イン ブルー、他

N響オペラ公演
2019年

8月29日・
9月1日

オーチャードホール ベートーヴェン：オペラ（フィデリオ）

N響契約公演 2019年9月5日 三重県文化会館 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲、川久保賜紀

N響契約公演 2019年9月6日
豊田市
コンサートホール

ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲、川久保賜紀

N響契約公演 2019年9月7日
ハーモニーホール
ふくい

ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲、川久保賜紀

N響契約公演 2019年9月8日 オーバードホール ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲、川久保賜紀

桐朋オーケストラ・アカデ
ミー
プレミアム・コンサート

2019年9月13日 富山県民会館
ベートーヴェン：三重奏曲（大公）
田部京子、川久保賜紀

N響定期公演
2019年

9月25日•26日
サントリーホール ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲、木嶋真優



N響契約公演 2019年9月29日 つくばノバホール ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲、木嶋真優

N響第1921回定期公演
2019年

10月5日・6日
NHKホール ショスタコーヴィチ：交響曲第11番、他

第73回
全日本学生音楽コン
クール

2019年10月18日 ブルーローズホール コンクール　チェロ部門審査

協奏曲のひととき 2019年10月19日 オーバードホール
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番 作品23
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 作品18、他
指揮／梅田俊明

ラ・クァルティーナ公
演

2019年10月25日 文京シビックホール バッハ：シャコンヌ、他／藤森亮一　他

オータムコンサート 2019年10月27日 富山市市民プラザ ドビュッシー：チェロソナタ／中川佳美（pf）

N響契約公演 2019年10月30日 タケミツホール

N響契約公演 2019年11月2日 埼玉会館
ラヴェル：展覧会の絵、他
指揮／下野竜也

N響第1924回定期公演
2019年

11月6日・7日
サントリーホール

ベートーヴェン：交響曲第３番
指揮／ブロムシュテット

N響契約公演 2019年11月9日 足利市民会館 同上

N響契約公演 2019年11月10日 いわきアリオス 同上

桐朋アカデミー・オー
ケストラ公演

2019年11月17日 オーバードホール ブラームス：交響曲第２番、他　Vn.川久保賜紀

N響第1926回定期公演
2019年

11月22日・23日
NHKホール モーツァルト：ミサ曲K427、他

N響第1926回定期公演
2019年

11月30日・
12月1日

NHKホール
メンデルスゾーン:交響曲第５番
指揮／鈴木優人

重奏研究コンサート
2019年

12月4日・7日・
10日

桐朋学園富山キャンパ
ス
アンサンブル室

ラフマニノフ：チェロソナタ、他

さくら弦楽四重奏団公
演

2019年
12月24日・26日

ティアラこうとう ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第９番、他



みなとみらいジルベス
ター公演

2019年12月31 みなとみらいホール J.シュトラウス：ラデツキー行進曲、他

N響第1930回定期公演
2020年

1月11日・12日
NHKホール

マーラー：交響曲第２番
指揮／エッシェンバッハ

はんしんニューイヤー
コンサート

2020年1月25日 はんしんホール 飯能 N響メンバーによる弦楽アンサンブル

N響第1933回定期公演
2020年

1月31日・
2月1日

NHKホール
ショスタコーヴィチ：交響曲第５番、他
指揮／ラファエル・パヤーレ

重奏研究コンサート
2020年

7月20日・22日

桐朋学園富山キャンパ
ス
アンサンブル室

ラフマニノフ：チェロソナタ、他

CD録音
2020年

9月2日・3日
キングレコード
関口台スタジオ

ヴィヴァルディ：四季　Vn.木嶋真優

桐朋アカデミー・オー
ケストラ公演

2020年9月19日 オーバードホール
ベートーヴェン：交響曲第7番、他
指揮／尾高忠明

第89回日本音楽コン
クール予選

2020年
9月21～24日

トッパンホール コンクール（チェロ）審査

日本演奏家コンクール 2020年9月24日 みなとみらい小ホール コンクール審査

協奏曲のひととき
2020年

10月16日・17日
オーバードホール

ベートーヴェン：ピアノ協奏第4番ト長調作品58
グリーグ：ピアノ協奏曲イ短調作品16、他
指揮／山下一史

第89回日本音楽コン
クールチェロ本選

2020年10月27日 タケミツホール コンクール審査

千住真理子,N響メン
バーによる『四季』

2020年10月30日 三条市体育文化会館 ヴィヴァルディ：四季　他　Vn.千住真理子

第74回全日本学生音楽
コンクール

2020年11月25日 みなとみらい小ホール コンクール全国大会　チェロ部門審査

重奏研究コンサート 2020年11月30日
桐朋学園富山キャンパ
ス
アンサンブル室

ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第3番 Op.69

重奏研究コンサート
2020年

12月8日・10日

桐朋学園富山キャンパ
ス
アンサンブル室

ドビュッシー：チェロ・ソナタ
ラフマニノフ：チェロ・ソナタト短調Op.19、他

さくら弦楽四重奏団公
演

2020年12月22日 ティアラこうとう小ホール ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第12番、他



さくら弦楽四重奏団公
演

2020年12月23日 ティアラこうとう小ホール ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番、他

さくら弦楽四重奏団公
演

2020年12月24日 ティアラこうとう小ホール ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第16番、他

みなとみらい
ジルベスター公演

2020年12月31日 みなとみらい大ホール Vn.徳永二男

東京バレエ団
ニューイヤー祝祭ガラ
公演

2021年1月9日 東京文化会館 シアターオーケストラトウキョウ

桐朋オーケストラ・アカデ
ミー
プレミアム・コンサート

2021年1月16日 富山県民会館
ブラームス：ピアノ三重奏曲、他
岡田博美、川久保賜紀

広島交響楽団
第408回定期公演

2021年2月10日
広島文化学園HBGホー
ル

ストラヴィンスキー：ペトルーシュカ、他

第38回富山県青少年
音楽コンクール

2021年3月20日 北日本新聞ホール コンクール審査

フジコ・ヘミング　N響メン
バーによる室内オーケス
トラ

2021年4月10日
所沢市民文化セン
ター・ミューズ　アーク
ホール

ヴィヴァルディ: 四季、モーツァルト：ピアノ協奏曲第２１
番
フジコ・ヘミング、NHK交響楽団メンバー

桐朋アカデミー・オーケ
ストラ  第62回 定期演奏
会

2021年4月24日 オーバード・ホール
リムスキー=コルサコフ：交響組曲シェエラザード　　他
松尾葉子（指揮）

第３２回チャリティーコン
サート　あふれ出る想い

2021年6月12日 紀尾井ホール
ドップラー：　リギの思い出　他
梅村 祐子（Pf.)、中野 真理（Fl.)、藤原浜雄（Vn.)　毛
利伯郎（Vc.)

千住真理子＆N響のメン
バーによるアンサンブル

2021年6月20日 板東市民音楽ホール
ヴィヴァルディ　:  四季　、他
千住真理子、NHK交響楽団メンバー

桐朋学園大学院大学 重
奏研究 室内楽コンサー
ト

2021年7月14日
桐朋学園富山キャンパ
ス　310アンサンブル室

ショスタコーヴィッチ：チェロソナタ　他
桐朋学園大学院大学学生

桐朋学園大学院大学 重
奏研究 室内楽コンサー
ト

2021年7月16日
桐朋学園富山キャンパ
ス　310アンサンブル室

　桐朋学園大学院大学学生

2021年度『音のまつり』 2021年7月17日
栃木県総合文化セン
ター

ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲『街の歌』他
林絵里（Pf.)、杉浦美知（Vn.)

徳永二男　楽壇生活５５
周年記念演奏会

2021年7月24日
サントリーホール　大
ホール

コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲、ベートーヴェン：ヴァ
イオリン協奏曲
徳永 二男（Vn.)



ラ・クァルティーナ 結成
20周年記念公演

2021年9月27日 浜離宮朝日ホール

J.S.バッハ：アリア
クレンゲル：主題と変奏
ヨンゲン：4本のチェロのための2つの小品
ポッパー：演奏会用ポロネーズ op.14
アルベニス：タンゴ
ピアソラ：リベルタンゴ
モーレス：ブエノスアイレスの喫茶店
ガルデル：首の差で
フィッツェンハーゲン：協奏的ワルツ
ゴルターマン：レリジオーソ
J.S.バッハ：シャコンヌ

せんくら2021 Legacy of
Art

2021年10月1日
エル・パーク仙台　ギャ
ラリーホール

ブルッフ：弦楽五重奏曲　他
井野邉大輔（Va.) 他

第２３回日本演奏家コン
クール

2021年10月2日 埼玉劇場 コンクール審査

桐朋学園大学院大学
桐朋アカデミー・オーケ
ストラ  協奏曲のひととき

2021年10月23日 オーバードホール
ショスタコーヴィッチ：ヴァイオリン協奏曲　他
桐朋学園大学院大学学生

第７５回全日本学生音楽
コンクール　チェロ部門

2021年11月30日
戸塚区民文化センター
さくらプラザ

コンクール審査

桐朋学園大学院大学 重
奏研究 室内楽コンサー
ト

2021年12月3日
桐朋学園富山キャンパ
ス　310アンサンブル室

ブラームス：チェロソナタ第１番　他

桐朋学園大学院大学 重
奏研究 室内楽コンサー
ト

2021年12月8日
桐朋学園富山キャンパ
ス　310アンサンブル室

ラヴェル：ピアノ三重奏曲　他
桐朋学園大学院大学学生

さくら弦楽四重奏団公演 2021年12月24日 ティアラこうとう小ホール バルトーク：弦楽四重奏曲第２番　他

さくら弦楽四重奏団公演 2021年12月26日 ティアラこうとう小ホール バルトーク：弦楽四重奏曲第２番　他

Seasons 木嶋真優　 2021年1月18日
東京オペラシティ　コン
サートホール

ヴィヴァルディ：四季　他

第１１８回N響オーチャード定期2022年3月12日 オーチャードホール
バーンスタイン：キャンディード序曲　他
原田慶太郎（cond.)

NHK交響楽団姫路公演 2022年3月13日 アクリエひめじ ガーシュイン：ラプソディー・イン・ブルー

NHK交響楽団岩国公演 2022年3月14日 シンフォニア岩国 ガーシュイン：ラプソディー・イン・ブルー

東京交響楽団川口公演 2022年3月21日 川口リリアホール ベートーヴェン：交響曲『田園』


