小森谷 泉［ピアノ］（専任就任：1991年4月1日）

1．音楽活動
名称
小森谷泉ピアノリサイタル

年月日
1991年４月21日

会場

曲目・共演者等

スペースＵ古河 ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 op.57」、ラ
市民ホ ー ル （ 茨 フマニノフ 「６つの小品 op.11」
城県）

京都市交響楽団 定期演奏会

1991年６月18日

京都会館

シェーンベルク「月に憑かれたピエロ op.21」ベ

第一ホール

ルク「『ルル』組曲」 共演：高田健

小森谷泉ピアノリサイタル

1991年９月22日

ザ・シンフォニー ショパン「ポロネーズ第５番嬰へ短調 op.44」
ホール（大阪府） 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1991年10月11日 芦屋ルナホール ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 op.57」、シ
ョパン「ポロネーズ第５番 嬰へ短調 op.44」「ス
ケルツォ第４番 ホ長調 op.54」

小森谷泉・巧デュオ

1991年11月９日

門屋菊子リサイタル

1991年11月27日 いずみホール
（大阪府）

小森谷泉リサイタル

1991年12月５日

芦屋ルナホール ブラームス「６つの小品 op.118」、ベートーヴェ
ン「ピアノソナタ第26番 変ホ長調 op.81a『告
別』」

ピアノトリオリサイタル

1992年３月30日

カザルスホール メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲第１番 ニ短
（東京都）
調 op.49」 他

小森谷泉リサイタル

1992年３月14日

五反田バイエル ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 op.57」他
ンホール

室内楽演奏会

1992年４月24日

マドカホール（岸 フランク「ピアノ五重奏曲 f-moll」
和田市）

室内楽演奏会

1992年４月25･26 淡島ホテル音楽 フランク「ピアノ五重奏曲 f-moll」
日
ホールオデッセ
イ（静岡県）

室内楽演奏会

1992年４月27日

サントリーホール フランク「ピアノ五重奏曲 f-moll」

小森谷泉ピアノリサイタル

1992年５月17日

スペースＵ古河 モーツァルト「ピアノ協奏曲第12番 イ長調
市民ホール
K.414」

桐朋学園
女子部門

ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ第５番 へ長
調 op.24」 共演：小森谷巧(Vl)
ソプラノの伴奏。

小森谷泉ピアノリサイタル

1992年６月2６日

飯塚市文化会館 ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 op.57」、ド
イイヅカコスモス ビュッシー「プレリュードⅡ」
コモン（福岡県）

小森谷泉ピアノリサイタル

1992年７月６日

芦屋ルナホール ベートーヴェン「ピアノソナタ第18番 変ホ長調
op.31-3」、シマノフスキー「12の練習曲 op.33」

小森谷泉ピアノリサイタル

1992年９月６日

淡島ホテル音楽 ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 op.57」、シ
ホールオデッセ ョパン「ノクターン第２番 op.9-2」
イ（静岡県）

小森谷泉ピアノリサイタル

1992年９月23日

スペースＵ古河 ブラームス「６つの小品 op.118」、ベートーヴェ
市民ホール
ン「ピアノソナタ第26番 変ホ長調 op.81a 『告
別』」

小森谷泉ピアノリサイタル

1992年10月13日 いずみホール
（大阪府）

シューベルト「ピアノソナタ第16番 イ短調
D.845 （Op.posth143）」

小森谷泉ピアノリサイタル

1992年10月18日 東京文化会館

ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 op.57」、シ
ョパン「バラード第１番 ト短調 op.23」「バラード
第４番 へ短調 op.52」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1993年４月９日

ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 op.57」、シ
ョパン「バラード第１番 ト短調 op.23」「バラード
第４番 ヘ短調 op.52」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

199３年11月20日 淡島ホテル音楽 シューベルト「ピアノソナタ第14番 イ短調
ホールオデッセ D.784（op.posth143）」
イ（静岡県）

室内楽演奏会

1994年８月１日

ピアノトリオリサイタル

199４年10月16日 三鷹市芸術文化 メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲 第１番 ニ短
センター風のホ 調 op.49」 他
ール

ピアノトリオリサイタル

199４年10月23日 サントリーホール メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲 第１番 ニ短
調 op.49」 他

室内楽演奏会

1995年１月29日

大磯文化ホール シューマン「ピアノ五重奏曲 ポロネーズ第５番
嬰 ヘ短調 op.44」 共演：名倉淑子(Vl) 他

デュオリサイタル

1995年４月６日

世田谷区民会館 ベートーヴェン「チェロ・ソナタ第４番 ハ長調
op.102-1」 他 共演：山下泰資(Vc)

長岡市民会館
ホール

長岡市民会館
ホール

ブラームス「ピアノ五重奏曲へ短調 op.34」

デュオリサイタル

1995年４月11日

稲川サロン

ベートーヴェン「チェロ・ソナタ第４番 ハ長調
op.102-1」 他 共演：山下泰資(Vc)

デュオリサイタル

1995年４月16日

さい たま市民会 ベートーヴェン「チェロ・ソナタ第４番 ハ長調
館いわつき
op.102-1」 他 共演：山下泰資(Vc)

デュオリサイタル

1995年４月18日

山辺市公民館

ベートーヴェン「チェロ・ソナタ第４番 ハ長調

（山形県）

op.102-1」 他 共演：山下泰資(Vc)
ベートーヴェン「チェロ・ソナタ第４番 ハ長調
op.102-1」 他 共演：山下泰資(Vc)

デュオリサイタル

1995年４月19日

山形市民会館

室内楽演奏会

1995年４月22日

桐朋学園女子部 メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲第１番 ニ短
門ポロニアホー 調 op.49」 他
ル（東京都）

ヴァンテアントリオ演奏会

1995年９月６日

カザルスホール
（東京都）

ヴァンテアントリオ演奏会

1995年10月16日 イ ズ ミ テ ィ ー ２ １ メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲第１番 ニ短
（仙台）
調 op.49」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1995年11月12日 スペースＵ
ショパン「バラード第１番 ト短調 op.23」「バラー
古河市民ホール ド第４番 ヘ短調 op.52」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1996年９月８日

スペースＵ
シューベルト「ピアノソナタ第20番 イ長調
古河市民ホール D.959」、ショパン「マズルカ」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1996年９月28日

五反田バイエル シューベルト「ピアノソナタ第20番 イ長調
ンホール
D.959」、ショパン「マズルカ」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1996年10月７日

いずみホール
（大阪府）

シューベルト「ピアノソナタ第20番 イ長調
D.959」、ショパン「マズルカ」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1996年10月16日 紀尾井ホール
（東京都）

シューベルト「ピアノソナタ第20番 イ長調
D.959」、ショパン「マズルカ」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1996年11月13日 港北公会堂（神 ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 op.57」、シ
奈川県横浜市） ューベルト「ピアノソナタ第20番 イ長調
D.959」 他

小森谷泉サロンコンサート

1996年12月７日

赤羽台東小学校 モーツァルト「ピアノソナタ第11番 イ長調
（東京都北区）
K.331」 他

室内楽演奏会

199７年3月23日

大磯文化ホール メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲第１番 ニ短
調 op.49」 他

ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲第７番 変ロ長
調 op.97『大公』」 他

ルーマニア国立ボトシャニ交響 1997年11月７日
楽団 定期演奏会

ボトシャニ歌劇場 ベートーヴェン「ピアノ、ヴァイオリンとチェロのた
（ルーマニア）
めの三重協奏曲 ハ長調 op.56」

室内楽演奏会

ルーマニア国立 エネスコ「ヴァイオリンソナタ第１番 ニ長調
ヤシ歌劇場
op.2」 他

1997年11月９日

ジョルジュ・エネスコ・ブカレス 199７年11月

アテネ音楽堂

ト・フィルハーモニー管弦楽団

13,14日

（ルーマニア ブ
カレスト）

室内楽演奏会

1997年11月16日 アテネ音楽堂

グリーグ「ピアノ協奏曲 イ短調 op.16」

ベートーヴェン「ピアノとチェロのためのソナタ第

（ルーマニア ブ ３番 イ長調 op.69」、エネスコ「ヴァイオリンソナ
カレスト）
タ第１番 ニ長調 op.2」 他
小森谷泉ピアノリサイタル

1998年３月13日

神戸市産業振興 ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 op.57」
センター

他
メンデルスゾーン「ピアノ三重奏曲第１番 ニ短
調 op.49」 他

ヴァンテアントリオ演奏会

1998年５月22日

静岡県熱海市

小森谷泉ピアノリサイタル

1998年９月15日

スペースＵ
ベートーヴェン「ロンド ハ長調 op.51-1」「創作
古河市民ホール 主題による32の変奏曲 WoO.80」｢ピアノソナタ
第23番 op.57｣、シューベルト「３つのピアノ曲
D.946」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1998年10月７日

い ず み ホ ー ル ベートーヴェン「ロンド ハ長調 op.51-1」「創作
（大阪府）
主題による32の変奏曲 WoO.80」｢ピアノソナタ
第23番 op.57｣、シューベルト「３つのピアノ曲
D.946」 他

小森谷泉ピアノリサイタル

1998年10月14日 紀尾井ホール

コンチェルト演奏会

1999年11月28日 三鷹市芸術文化 グリーグ「ピアノ協奏曲 イ短調 op.16」
センター風のホ
ール

室内楽演奏会

2001年３月23日

Salle de F.Martin ベートーヴェン「ピアノとチェロのためのソナタ第
（ジュネーヴ）
３番 イ長調 op.69」 他

室内楽演奏会

2001年３月27日

コンセルヴァトワ ベートーヴェン「ピアノとチェロのためのソナタ第
ール ルガノ（スイ ３番 イ長調 op.69」 他
ス）

室内楽演奏会

2001年４月12日

山形十一屋

ベートーヴェン「ロンド ハ長調 op.51-1」「創作
主題による32の変奏曲 WoO.80」｢ピアノソナタ
第23番 op.57｣、シューベルト「３つのピアノ曲
D.946」 他

ストラヴィンスキー「イタリア組曲」 他

室内楽演奏会

2001年４月14日

山辺市公民館
（山形県）

ストラヴィンスキー「イタリア組曲」 他

室内楽演奏会

2001年４月22日

ムジカーサ
（東京都）

ベートーヴェン「ピアノとチェロのためのソナタ第
３番 イ長調 op.69」 他

デュオリサイタル

2002年3月２日

スペースＵ
ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ第９番op.47
古河市民ホール 『クロイツェル』」 他

デュオリサイタル

2002年３月14日

紀尾井ホール

ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ第９番op.47
『クロイツェル』」 他

室内楽演奏会

2002年３月24日

コンセルヴァトワ シ ュ ー マ ン 「 ポ ロ ネ ー ズ 第 ５ 番 嬰 へ 短 調
ール ルガノ（スイ op.44」 他
ス）

室内楽演奏会

2002年４月２日

幕張メッセ

室内楽演奏会

2002年４月３日

サントリーホール シ ュ ー マ ン 「 ポ ロ ネ ー ズ 第 ５ 番 嬰 へ 短調
op.44」「ピアノ四重奏曲 変ホ長調 op.47」 他

室内楽演奏会

2002年４月７日

長岡市民会館

シ ュ ー マ ン 「 ポ ロ ネ ー ズ 第 ５ 番 嬰 へ 短調
op.44」「ピアノ四重奏曲 変ホ長調 op.47」 他

ピアノトリオリサイタル

2004年7月23日

紀尾井ホール

ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲第７番 変ロ長
調 op.97『大公』」 他

サロンコンサート

2006年６月25日

大成節天邸

ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ第９番op.47
『クロイツェル』」、ラヴェル「ヴァイオリンソナタ
『遺作』」 他

ピアノ・トリオの夕べ～小森谷 2006年７月18日
泉、小森谷巧、山下泰資～

紀尾井ホール

ショーソン「ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏の
ための協奏曲」、ハイドン「ピアノ三重奏曲 ト長
調HobXV-25」、ラヴェル「ピアノ三重奏曲 イ短
調」、ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲第7番 変
ロ長調 op.97『大公』」

ルガーノ・カルテット 20周年記 200７年７月15日
念コンサートwith小森谷泉

日本大学カザル パガニーニ「弦楽四重奏曲第１番」、ドニゼッティ
ス ホ ー ル （ 東 京 「弦楽四重奏曲第３番」、ミヨー「コンサート組曲
都）
『世界の創造』」 他 共演：タマス・マイヨル
（Vl），木野雅之（Vl），エンリコ・バルボーニ
（Va）、山下泰資（Vc）

小森谷泉 名曲コンサート

富麗華（東京都） ショパン「ノクターン第２番op.9-2」、ベートーヴェ
ン「ピアノソナタ第8番へ短調op.13『悲愴』」他

2008年９月20日

シ ュ ー マ ン 「 ポ ロ ネ ー ズ 第 ５ 番 嬰 へ 短調
op.44」「ピアノ四重奏曲 変ホ長調 op.47」 他

小森谷泉･巧 デュオリサイタル 2009年４月５日

ベートーヴェン｢ピアノソナタ op．24｣、ショパン
法音寺本堂（宮 ｢ノクターン第20番 嬰ハ短調｣「ノクターン第２番
城県石巻市）

変ホ長調」
モーツァルト「ピアノ四重奏曲 第１番 ト短調」他

室内楽演奏会

2010年７月７日

杉並公会堂

Lugano Quartetto 演奏会

2010年８月14日

Teatro pt. Tresa モーツァルト「ピアノ四重奏曲 第１番 ト短調」他
（スイス）

Piano & Violin スペシャルコンサ 2010年10月16日 富 麗 華 ホ ー ル ショパン「２つの夜想曲 op.48-1」 他
ート
（東京都）
名手達に よる 究極の室内楽 2011年７月6日
（東日本大震災チャリティーコン
サート）

浜離宮朝日ホー モーツァルト「ピアノ四重奏曲 第１番 g-moll
ル
K.478」他

Quartetto di lugano 演奏会

Conservatorio
Svizza Itaｌiano

2011年８月12日

ミヨー「世界の創造」他

東日本大震災チャリティーコン 2011年９月８日
サート

富 麗 華 ホ ー ル ショパン「２つの夜想曲 op.48-1, op.48 -2」他
（東京都港区）

Ein Schubert Abend 「シューベ 2012年３月２日

紀尾井ホール

シューベルト「ピアノ三重奏曲 D.929 op.100」他

東日本大震災チャリティコンサ 2013年4月29日
ート

富麗華（東京）

モーツァルト「ピアノ四重奏曲KV.478」他 共演：
小森谷巧（Vl）他

ルガーノ音楽祭

2013年8月12日

ルガーノ音楽院 ベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ第5番op.24」
（スイス）
共演：Piotr Nikiforoff(Vl)

ベートーヴェンの夕べ

2014年3月13日

紀尾井ホール

オール・ベートーヴェン・プログラム 「ヴァイオリ
ン・ソナタ第1番ニ長調op.12-1」「チェロ・ソナタ
第3番イ長調op.69」「ピアノ三重奏曲第7番変ロ
長調『大公』op.97」共演：小森谷巧(Vl)、古川展
生(Vc)

ジョイントリサイタル
2014年7月11日
（Nikiforoff piotr氏をお迎えして）

MUSI CASA

Tchaikovsky：Scherzo－ｗａｌｚ、Ｍｅｌｏｄｉａ
Ｂｅｅｔｈｏｖｅｎ：Op．２４ 他
Witｈ Nikiforoff Piotr(vl.)

室内楽コンサート

2014年8月8日

Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｏｒｉｏ Franck：Piano Quintett 他
Ｓｕｖｉｚｚａ Ｉｔａｌｉａｎ With Tamas Major（vl.）、Enrico Balboni（va.）
ａ
山下泰資（vc.）他

Ｊｏｉｎｔ Ｃｏｎｃｅｒｔ

2014年8月20日

Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｏｒｉｏ Ravel：Ｓｏｎａｔａ ｆｏｒ ｖｌ．＆ ｐｉａｎｏ ｐｏｓｔｈｕｍ
Ｓｕｖｉｚｚａ Ｉｔａｌｉａｎ Chopin：Nocturne Op．４８－１ 他
ａ

ルトの夕べ」

Piotr Nikiforoff Violon Recital 2015年8月4日

Conservatorio
Svizza Italiana
(Lugano)

Beethoven：Sonate Op．４７
Tchaikovsky：Melody／Woltz－Scherzo 他
Piotr NIKIFOROFF（ｖｌ.）

小森谷泉－小森谷巧
兄弟の音宇宙

紀尾井ホール

Mozart：Fantasie ｄ－moll ｋｖ．３９７（３８５ｇ）
Mozart：Ｋｌａｖｉｅｒｑｕａｒｔｅｔｔ ｇ－ｍｏｌｌ ｋｖ．４７８
Schumann：Ｋｌａｖｉｅｒｑｕｉｎｔｅｔｔ Es－ｄｕｒ Op．４４

2016年3月13日

他
小森谷巧（vl.）小杉芳之（vl.）佐々木亮（vla）
古川展生（vcl.）
Ｑｕａｒｔｅｔｔｏ ｄｉ Lugano
演奏会

2016年7月3日

紀南文化会館

客演

Ｑｕａｒｔｅｔｔｏ ｄｉ Lugano
演奏会 客演

Schumann：Klavier－Quintett Op．44
Tamas Major（Vｌ．）

2016年7月4日

Ｑｕａｒｔｅｔｔｏ ｄｉ Lugano
演奏会 客演

2016年7月8日

Ｑｕａｒｔｅｔｔｏ ｄｉ Lugano
演奏会 客演

2017年8月5日

Ｑｕａｒｔｅｔｔｏ ｄｉ Lugano
演奏会 客演

2017年8月6日

ＦＩＧＡＲＯ ホー 木野雅之(Vl．)
ル

Enrico Balboni（Va．）

山下 泰資（Vｃｌ．）

（大津）
東京文化会館
Conservatorio ｄｉ FRANCK：piano Ｑｕｉｎｔｅｔｔ f-moll
ｌｕｇａｎｏ（スイス） Tamas Major（Vｌ．） Enrico Balboni（Va．）
他
GIUBIASCO
Chiesa
Parrocchiale
SantaMaria
Assunta
（スイス）

小森谷泉・巧 兄弟の音宇宙

2018年7月20日

紀尾井ホール

Schuｂｅｒｔ：Ｑｕｉｎｔｅｔｔ Ａ－ｄｕｒ Op．１１４
Ｄｉｅ ｆｏｒｅｌｌｅ
他
Vl．小森谷巧 Vla．佐々木亮 Vcl.古川 展
生
Cb.吉田秀

Lugano ｄｉ Quartetto

2018年8月4日 ・ Conservatorio ｄｉ
2018年8月5日
ｌｕｇａｎｏ（スイス） Franck：Ｑｕｉｎｔｅｔｔ ｆ－ｍｏｌｌ
GIUBIASCO
Lugano ｄｉ Quartetto
Chiesa
Parrocchiale
SantaMaria
Assunta
（スイス）

Lugano ｄｉ Quartetto

2019年8月9日

山下泰資 チェロ・リサイタル

2019年10月26日 紀南文化会館

Conservatorio ｄｉ Schumann:Ｑｕｉｎｔｅｔｔ Op.44
ｌｕｇａｎｏ（スイス）
Lugano ｄｉ Quartetto （客演）
Beethoven：WoO.16
Mendelssohn：Op.109 他

山下泰資 チェロ・リサイタル

2019年10月30日 オーキッド・ホー Schumann：Op.70 Op.73
ル
Offenbach：Les Larmes de Jacqueline 他
（二子玉川）

湘南Mozart愛好会 定期

2019年11月17日

Mozart：KV304 KV478 他
小森谷巧・小杉芳之・佐々木亮・古川展生

藤沢市民会館
お茶の水教室10周年記念

2020年2月24日

演奏会

Mozart：KV478
オリンピック
センターホール

佐々木歩・田原綾子・鳥羽咲音

2．研究報告書・翻訳・教科書等
表題

単著／共著

第64回全国学生音楽コンクー 単著

年月日

発行雑誌・学会等の名称

摘要

2010年12月28日 毎日新聞朝刊

ル全国大会 ピアノ部門 講評
3．教育・校務に関する業績
年月日

摘要

2018年4月～

桐朋学園大学 学部長
桐朋学園法人本部 評議委員
ピアノ部会教務委員
桐朋学園大学付属「子供のための音楽教室」目黒教室長
桐朋学園大学付属「子供のための音楽教室」お茶の水教室ピアノ科主任
建築委員会委員
音楽教室運営委員
制度審議会委員

2018年6月27日
2018年10月27日

多摩フレッシュコンサート ピアノ部門優秀賞 佐藤和大
第87回日本音楽コンクール ピアノ部門入選 望月晶

2019年4月～
2019年4月～

桐朋学園大学 学部長
桐朋学園大学付属「子供の為の音楽教室 仙川教室長
桐朋学園大学付属「子供の為の音楽教室 お茶の水教室長
建築委員会 委員
桐朋学園法人本部 評議委員
音楽教室運営委員
ピアノ科教務委員

2019年6月18日
2019年10月

多摩フレッシュコンサート ピアノ部門最優秀賞 芳賀詩音
第88回日本音楽コンクール 最優秀共演者賞 望月晶

4．学会・学術研究会での発表・講演
表題

単独／共同

年月日／会場

音楽の楽しみ方

単独

2001年４月17日

公開レッスン

単独

2009.6．１５．常盤
木学園シュトラウス
ホール（仙台）

発表学会の名称
京都造形大学

摘要

5．その他の業績 （受賞、特許、資格取得等）
年月日

摘要

1975年10月
1979年
1980年

第44回日本音楽コンクール 第１位
ロン＝ティボー国際コンクール 銀メダル
マリア・カナルス国際コンクール 室内楽部門 第2位

1992年12月

大阪文化祭 本賞

6．学会、及び社会における活動状況 （コンクール審査、マスタークラス、音楽祭、ＣＤリリース等）
年月日

摘要

[コンクール審査]
1993年９・11月

全日本学生音楽コンクール 審査

1994年９・11月
1999年９～11月
2000年９月・11月
2006年９月・11月

全日本学生音楽コンクール
全日本学生音楽コンクール
全日本学生音楽コンクール
全日本学生音楽コンクール

1995年６・７月

多摩フレッシュ音楽コンクール 審査

1995年５・６月
1996年５・６月
1998年５・６月
1999年５・６月

日本室内楽コンクール
日本室内楽コンクール
日本室内楽コンクール
日本室内楽コンクール

2000年６月
2001年６月

宝塚ベガ音楽コンクール 審査
宝塚ベガ音楽コンクール 審査

2001年９月10月
2002年９月10月

日本音楽コンクール審査
日本音楽コンクール 審査

2008年３月

第４回名古屋国際音楽コンクール 審査

2009年11月22日
2010年８月20日

ピティナ・ピアノコンペティション 審査
ピティナ・ピアノコンペティション全国大会 審査

2010年11月26日

第64回全日本学生音楽コンクール 全国大会 高校の部 審査

2010年11月27日

第64回全日本学生音楽コンクール 全国大会 小中学校の部 審査

2011年12月２・３日
2012年３月22日

第65回全日本学生音楽コンクール 全国大会 （横浜みなとみらいホール小ホール）
多摩フレッシュ音楽コンサート2012 ピアノ部門 （立川市市民会館 アミューたちかわ）

2013年9月～10月

第82回 日本音楽コンクール ピアノ部門 審査

2015年1月17日

全日本Ａｈｏｒｎピアノコンペティション 審査

2015年4月4日

多摩フレッシュ音楽コンサート予選審査（羽村市ゆとろぎホール）

審査
審査
審査
審査

審査
審査
審査
審査

2015年3月14日

全日本Ａｈｏｒｎピアノコンペティション 審査

2015年6月26日
2016年2月6日

多摩フレッシュ音楽コンサート本選審査（立川市市民会館）
Ａｈｏｒｎピアノコンペティション審査（台東区ミレニアムホール）

2016年4月1日
2016年4月11日

Ahornピアノコンペティション本選審査（みなとみらいホール）
多摩フレッシュコンサート予選審査（RISURUホール立川市市民会館）

2016年6月17日
2016年9月3～7日
2016年9月9～11日
2016年9月13日
2016年10月30日

多摩フレッシュコンサート本選審査（RISURUホール立川市市民会館）
第85回日本音楽コンクール1次予選審査
第85回日本音楽コンクール2次予選審査
第85回日本音楽コンクール3次予選審査
第85回日本音楽コンクール本選審査

2017年4月18日
2017年6月30日
2017年9月2～6日
2017年9月8～10日
2017年9月12日
2017年10月21日
2017年11月4日
2018年2月4日
2018年2月25日

多摩フレッシュコンサート予選審査（RISURUホール立川市市民会館）
多摩フレッシュコンサート本選審査（RISURUホール立川市市民会館）
第86回日本音楽コンクール1次予選審査
第86回日本音楽コンクール2次予選審査
第86回日本音楽コンクール3次予選審査
第86回日本音楽コンクール本選審査
Ahornピアノコンクール審査
若い芽のコンクール審査
Ahornピアノコンクール審査

[公開レッスン]
2009年6月15日
2013年6月30日
2015年6月21日
2016年9月24日
2016年10月9日
2017年11月3日

常磐木学園シュトラウスホール（仙台市）
桐朋学園大学附属子供のための音楽教室 お茶の水教室 公開レッスン
お茶の水教室ピアノ公開レッスン
静岡県立清水南高等学校音楽専攻 公開 レッスン
桐朋学園大学附属子供のための音楽教室お茶の水教室 公開 レッスン
桐朋学園大学附属子供のための音楽教室お茶の水教室 公開 レッスン

[ＣＤリリース]
1994年７月

2007年７月

「シマノフスキピアノ作品全集Ⅰ・Ⅱ」 （春秋社） 中・後期の作品：メトープop.29から ２つの
マズルカop.62まで ［演奏］ 太田由美子、斎木隆、木村徹、岡田博美、小森谷泉
「ショーソン：ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のための協奏曲」 （ＭＩＴＴＥＮＷＡＬＤ）
①ラヴェル：ヴァイオリン・ソナタ（遺作） ②ショーソン：ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のた
めの協奏曲 ニ長調 月に憑かれたピエロ op.21 ③マスネ：タイスの瞑想曲（六重奏版/福

田直樹 編） ①～③小森谷巧（Vn）、小森谷泉（Pf） ②③ルガーノ・カルテット－木野雅之
（1st Vn）、タマス・マイヨル（2nd Vn）、エンリコ・バルボーニ（Va）、山下泰資（Vc） 録音：
2006年7月18日 紀尾井ホールでのライヴ録音
[その他]
1992年４月１日
1992年10月23日

ＮＨＫ ＦＭ 土曜リサイタル録音、出演
ＮＨＫ ＦＭ 録音、出演

1995年３月１日
1998年４月28日

ＮＨＫ ＴＶ 録画 「趣味百科ピアノ連弾の楽しみ」
ＮＨＫ ＦＭ 録音、出演

2003年４月～2004年３月 Conservation di Svizzera Italy にて海外研修
[学外での役職]
2014年4月1日～2015年3 全日本ピアノ指導者協会正会員（ＰＴＮＡ）
月31日
日本ピアノ教育連盟会員（ＪＰＴＡ）
日本演奏連盟会員
2015年4月1日～

日本演奏連盟会員
日本ピアノ教育連盟会員 （ＪＰＴＡ）
全日本ピアノ指導者協会 正会員 （ＰＴＮＡ）

2018年4月1日～
2018年4月17日
2018年6月27日
2018年9月10～14日
2018年9月16～18日
2018年9月20日
2018年10月27日
2018年11月4日
2018年12月7～9日

仙川劇場運営委員
多摩フレッシュコンサート予選審査（RISURUホール立川市市民会館）
多摩フレッシュコンサート本選審査（RISURUホール立川市市民会館）
第87回日本音楽コンクール1次予選審査
第87回日本音楽コンクール2次予選審査
第87回日本音楽コンクール3次予選審査
第87回日本音楽コンクール本選審査
お茶の水教室 公開 レッスン
第51回熊日学生音楽コンクール審査
日本演奏連盟会員
日本ピアノ連盟JPTA会員
全日本ピアノ指導者協会PTNA正会員

2019年4月1日～
2019年4月23日
2019年6月18日
2019年8月28～30日
2019年9月７～8日
2019年9月14～15日
2019年10月19日
2019年10月21日
2019年12月1日
2019年12月7～8日

調布市文化・コミュニティ振興財団 評議委員
多摩フレッシュコンサート予選審査（RISURUホール立川市市民会館）
多摩フレッシュコンサート本選審査（RISURUホール立川市市民会館）
第73回日本学生音楽コンクール東京大会高校の部 予選審査
第73回日本学生音楽コンクール東京大会中学校の部 予選審査
第73回日本学生音楽コンクール東京大会小学校の部 予選審査
第73回日本学生音楽コンクール東京大会小学校・中学校の部 本選審査
第73回日本学生音楽コンクール東京大会高校の部 本選審査
お茶の水教室 公開 レッスン
第52回熊日学生音楽コンクール審査

日本演奏連盟会員
日本ピアノ教育連盟会員
全日本ピアノ教育者協会会員

