
業績区分

名　　称 年　月　日 会　　場 曲目・共演者等

スーパーソロイスツ2018
《第1回》
川久保賜紀 plays
プロコフィエフ＆
チャイコフスキー

2018年4月30日
Bunkamura

オーチャードホール

川瀬賢太郎（指揮）
東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）

プロコフィエフ　ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

《名曲シリーズ》
大阪フィル×
ザ・シンフォニーホール
ソワレ・シンフォニー
Vol.1

2018年5月24日 ザ・シンフォニーホール

角田鋼亮（指揮）
大坂フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）

チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

日本フィルハーモニー
交響楽団
第338回横浜定期演奏
会＜春季＞

2018年6月8日 横浜みなとみらいホール

ピエタリ・インキネン（指揮）
日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲

川久保賜紀＆小菅優
デュオ・リサイタル

2018年7月7日 フィリアホール

川久保賜紀（ヴァイオリン）
小菅 優（ピアノ）

ブラームス：ヴァイオリンソナタ第１番ト長調　Op.78「雨の歌」
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第２番イ長調 Op.100
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第３番ニ短調　Op.108

霧島国際音楽祭
音楽の散歩②
伊藤恵プロデュース
午後のひととき 極上の
ピアノ・トリオ

2018年7月26日 みやまコンセール

伊藤恵（ピアノ）川久保賜紀（ヴァイオリン）菊地知也（チェロ）

シューマン：森の情景 Op.82 より
シューマン：ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 Op.63

霧島国際音楽祭
三船優子×川久保賜紀×
フィリップ・エマール
～ピアノ・ヴァイオリンとマ
イムで織りなす素敵な夜～

2018年8月3日
鹿児島市民文化ホール

（第2）

川久保賜紀（ヴァイオリン）三舩優子（ピアノ）
フィリップ・エマール（パフォーマンス）

ドビュッシー：月の光　J.シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ
サティ：ジムノペディ、ジュ・トゥ・ヴ
モノー＝ピアフ：愛の讃歌

川久保 賜紀&吉田 誠
地域訪問コンサート

2018年8月22日
北九州市立

高見市民センター

川久保 賜紀（ヴァイオリン）吉田 誠（クラリネット）

ベートーヴェン ： アレグロとメヌエット ト長調 WoO 26
バルトーク ： 44の二重奏曲より（ヴァイオリンとクラリネット編）
ほか

川久保 賜紀&吉田 誠
地域訪問コンサート

2018年8月22日
北九州市立

両谷市民センター

川久保 賜紀（ヴァイオリン）吉田 誠（クラリネット）

ベートーヴェン ： アレグロとメヌエット ト長調 WoO 26
バルトーク ： 44の二重奏曲より（ヴァイオリンとクラリネット編）
ほか

川久保 賜紀&吉田 誠
地域訪問コンサート

2018年8月23日
北九州市立

中原市民センター

川久保 賜紀（ヴァイオリン）吉田 誠（クラリネット）

ベートーヴェン ： アレグロとメヌエット ト長調 WoO 26
バルトーク ： 44の二重奏曲より（ヴァイオリンとクラリネット編）
ほか

音楽活動（演奏会出演・作曲作品発表等）　2018年4月1日以降

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

カワクボ タマキ

川久保 賜紀
フリガナ

氏 名
職
名 教 授

大学院大学
就任年月日 2018年4月1日



川久保 賜紀&吉田 誠
地域訪問コンサート

2018年8月23日
北九州市立
響ホール

川久保 賜紀（ヴァイオリン）吉田 誠（クラリネット）

ベートーヴェン ： アレグロとメヌエット ト長調 WoO 26
バルトーク ： 44の二重奏曲より（ヴァイオリンとクラリネット編）
ほか

小林沙羅
ソプラノ・リサイタル

2018年9月1日
焼津文化会館

大ホール

小林沙羅（ソプラノ）三浦友理枝（ピアノ）
川久保賜紀（ヴァイオリン）

この道（山田耕筰）　あかとんぼ（山田耕筰）
からたちの花（山田耕筰）　アヴェ・マリア（バッハ＝グノー）
子守歌（シューベルト）　りんごへの固執（中村裕美）

北九州アウトリーチ＆コ
ンサート

2018年9月7日
北九州市立
響ホール

〈遠藤真里氏・三浦友里枝氏とのトリオ〉
アナリーゼ・ワークショップ

洋楽文庫第1章
川久保賜紀＆上原彩
子
《オール・ブラームス》

2018年9月21日
日立シビックセンター

音楽ホール

川久保賜紀（ヴァイオリン）　上原彩子（ピアノ）

ブラームス：ヴァイオリンソナタ第１番ト長調　Op.78「雨の歌」
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第２番イ長調 Op.100
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第３番ニ短調　Op.108

せんくら｜仙台クラシッ
クフェスティバル2018
杜の都信用金庫コン
サート

2018年9月28日
日立システムズホール
仙台 コンサートホール

J.S.バッハ：
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第2番　シャコンヌ

せんくら｜仙台クラシッ
クフェスティバル2018

2018年9月29日
仙台銀行ホール

イズミティ21 小ホール

川久保賜紀（ヴァイオリン）　菊池 洋子 （ピアノ）

モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ 第29番
ブラームス： ヴァイオリン・ソナタ 第2番

せんくら｜仙台クラシッ
クフェスティバル2018

2018年9月30日
日立システムズホール仙台

パフォーマンス広場

川久保賜紀（ヴァイオリン）　菊池 洋子 （ピアノ）

クライスラー：前奏曲とアレグロ
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第3番

岩手県民会館
中ホール

2018年8月28日

第202回岩手県民会館
コンサート・サロン2018
川久保賜紀
ヴァイオリン・リサイタル

川久保賜紀（ヴァイオリン）遠藤真理（チェロ）
三浦友理枝（ピアノ）

ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 ト長調
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
ショスタコーヴィチ：
ピアノ三重奏曲 第2番 op.67 より 第1・2・4楽章
ショスタコーヴィチ（Ｌ.アトフミャン編）：
2つのヴァイオリンとピアノのための5つの小品

北九州市立
響ホール

2018年9月8日

リサイタル・シリーズ
＜響ホール 25th＞第2
弾 川久保賜紀×遠藤
真理×三浦友理枝

川久保賜紀（ヴァイオリン）　江崎昌子（ピアノ）

ベートーヴェン：
ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番ヘ長調 作品50
ベートーヴェン：スプリングソナタ
ショパン：舟歌 作品60
ブラームス：ヴァイオリンソナタ第3番ニ短調作品108



サントリーホール
ARKクラシックス
ホリデー
アフタヌーン・コンサート

2018年10月8日
サントリーホール

ブルーローズ

辻井伸行（ピアノ）三浦文彰、川久保賜紀（ヴァイオリン）
レヒ・アントニオ・ウジンスキ（ヴィオラ）
ヨナタン・ローゼマン（チェロ）加藤雄太（コントラバス）

ショパン：ピアノ協奏曲[第2番 ヘ短調 Op. 21 [室内楽版]

TOKYO
STRADIVARIUS
FESTIVAL2018

2018年10月10日
森アーツセンター

ギャラリー
（六本木ヒルズ）

グランツたけた
オープニングフェスタ
開館記念
ピアノ・室内楽コンサー
ト

2018年10月14日
竹田市総合文化ホール

グランツたけた
廉太郎ホール

川久保賜紀（ヴァイオリン）
伊藤京子（ピアノとおはなし）

第10回
浜松国際ピアノコンクー
ル

2018年11月18日～20日 アクトシティ浜松
モーツァルト：ピアノ四重奏第1番および第2番
（6人のコンテスタントとの演奏）

川久保賜紀･小林美恵（ヴァイオリン）
川本嘉子（ヴィオラ）遠藤真理（チェロ）
三浦友理枝（ピアノ）上野由恵（フルート）吉野直子（ハープ）

ドビュッシー：
ピアノ三重奏曲ト長調 （川久保・遠藤・三浦）
弦楽四重奏曲ト短調（川久保・小林・川本・遠藤）
神聖な舞曲と世俗的な舞曲（吉野・川久保・小林・川本・遠
藤）
ヴァイオリン・ソナタ（川久保・三浦）

フィリアホール2018年11月24日

フィリアホール
25周年記念コンサート
クロード・ドビュッシー
没後100年 室内楽回顧
展

2018年11月7日

北とぴあ国際音楽祭
2018 チャイコフスキー
偉大な芸術家の思い出
に
～贅沢なトリオが贈る
ロシア音楽の真髄～

川久保賜紀（ヴァイオリン）遠藤真理（チェロ）
三浦友理枝（ピアノ）

ラフマニノフ：ヴォカリーズ [トリオ版]
ショスタコーヴィチ：2つのヴァイオリンとピアノのための5つの
小品 [トリオ版]
ショスタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲 第2番 ホ短調 Op. 67

サントリーホール
ブルーローズ

2018年10月6日
サントリーホール
ARKクラシックス
ピアノトリオ・コンサート

川久保賜紀（ヴァイオリン）遠藤真理（チェロ）
上原彩子（ピアノ）

プロコフィエフ：チェロ・ソナタ ハ長調 作品119
プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ 第２番 ニ長調 作品94bis
チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲 イ短調 作品50「偉大な芸
術家の思い出に」

北とぴあ
さくらホール

辻井伸行、ヴィキングル・オラフソン（ピアノ）
三浦文彰、川久保賜紀（ヴァイオリン）
レヒ・アントニオ・ウジンスキ（ヴィオラ）
ヨナタン・ローゼマン（チェロ）

ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調 《アメリカ》
Op. 96, B. 179
　三浦文彰、川久保賜紀（ヴァイオリン）
　レヒ・アントニオ・ウジンスキ（ヴィオラ）
　ヨナタン・ローゼマン（チェロ）

サントリーホール
ブルーローズ

2018年10月5日
サントリーホール
ARKクラシックス
前夜祭



3大協奏曲 2019
～次世代を担う未来の
巨匠たち～

2019年1月6日 ザ・シンフォニーホール

山下一史（指揮）
日本センチュリー交響楽団（管弦楽）

チャイコフスキー : ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 35

新ディスカバリー・シリーズ
「黄昏の維納」
～シューベルト交響曲
チクルス～Ⅷ

2019年1月25日
JMSアステールプラザ

大ホール

下野竜也（指揮）
広島交響楽団（管弦楽）

シェーンベルク：ヴァイオリン協奏曲

東京都交響楽団
プロムナードコンサート
No.381

2019年2月9日 サントリーホール

小泉和裕（指揮）
東京都交響楽団（管弦楽）

シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47

川久保賜紀＆小菅優
ブラームス
ヴァイオリン・ソナタ
全曲演奏会

2019年3月1日 紀尾井ホール

川久保賜紀（ヴァイオリン）小菅優（ピアノ）

ブラームス：
　ヴァイオリン・ソナタ第1番 op. 78「雨の歌」
　ヴァイオリン・ソナタ第2番 op. 100
　ヴァイオリン・ソナタ第3番 op. 108

川久保賜紀（ヴァイオリン）小菅優（ピアノ）

ブラームス：
　ヴァイオリン・ソナタ第1番 op. 78「雨の歌」
　ヴァイオリン・ソナタ第2番 op. 100
　ヴァイオリン・ソナタ第3番 op. 108

横浜みなとみらいホール2019年3月14日

みなとみらい
アフタヌーンコンサート
2019前期
ブラームス：ヴァイオリン・
ソナタ全３曲
川久保賜紀＆小菅優
デュオ・リサイタル


