
 

教 育 研 究 業 績 書 

                                        ２０２０年 ５月 １日 

                              氏名    河 野  泰 幸         

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド 
１．器楽演奏・合奏 木管楽器、特にクラリネットにおけるソロ、室内楽、オーケストラ、吹奏楽によ

る演奏、研究、教育。ピリオド楽器による演奏法 

２．  

３．  

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 
事      項 年月日 概      要 

１ 教育方法の実践例   

１）「器楽実技演奏法」 

 

 

平成27年4月 

より現在 

 

現代の楽器を使用している学生にも、作曲された当時にの形に

近い楽器を試奏させることで、作曲者の意図、作品への理解を

深められるよう工夫している。 

 

２) 「器楽実技演奏法」 2019年9月 

 

 

ブラームス作曲Op120のクラリネット、ヴィオラ、ヴァイオリン

各版で比較検討を行うことで、違った角度から作品に取り組む

ことで、より広い視野で解釈できるよう工夫している。 

 

２ 作成した教科書，教材   

１)   

３ 教育上の能力に関する大学等

の評価 

 

 

 

 

４ 実務の経験を有する者につい

ての特記事項 

 

 

 

 

５ その他 

 

 

 

 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 
事      項 年月日 概      要 

１ 資格，免許   

２ 特許等   

３ 実務の経験を有する者につい

ての特記事項 

  

４ その他   

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（著書）     

１． 

 

    

（学術論文）     

１．ヨハネス・ブラーム

スのピアノとクラリネ

ット、ヴィオラ又はヴァ

イオリンのためのソナ

タ 

作品 120-1の各版に関

する一考察 

 

 

 

共 2020年3月 札幌大谷大学・札幌大谷

大学短期大学部紀要 50

号 

著者：河野泰幸、岡本孝慈、岩渕晴

子 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

１.ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ国際ﾊﾞｯﾊ

ｱｶﾃﾞﾐｰ定期演奏会3 

 

共 平成15年3月 

 

 

 

Stuttgart,Liederhalle 

Beethoensaal 

指揮：ﾍﾙﾑｰﾄ･ﾘﾘﾝｸﾞ 

合唱、ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾊﾞｯﾊｺﾚｷﾞｳﾑ ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞ

ﾙﾄ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：Der95.Psalm 

 

２．歌劇「ノルマ」 共 平成18年3月 

～4月 

ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ国立歌劇場 ｵｰｹｽﾄﾗ：ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ国立歌劇場管弦

楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

 

３．Trio Rintonare ｺ

ﾝｻｰﾄ 

 

共 平成20年3月 青山音楽記念館ﾊﾞﾛｯｸｻﾞ

ｰﾙ 

Trio Rintonare(ｸﾗﾘﾈｯﾄ、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ、

ﾋﾟｱﾉによる三重奏)によるﾘｻｲﾀﾙ 

2008年度 青山音楽賞「ﾊﾞﾛｯｸｻﾞｰﾙ

賞」受賞演奏会 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安

紗美 

ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ:ｺﾝﾁｪﾙﾄｼｭﾄｩｯｸ第1番 

op.113 

安田結衣子：七つの詩(委嘱作品) 

A.ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ：ﾋﾟｱﾉ三重奏曲 

B.ﾊﾞﾙﾄｰｸ：ｺﾝﾄﾗｽﾂ 

 

４．第21回ｻﾛﾝｺﾝｻｰﾄ 

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙﾋﾟｴｰﾉ 

共 平成20年8月 東園田町総合会館2F ﾎｰ

ﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ/編曲：河野泰幸 

ﾌｧｺﾞｯﾄ：植田志穂 ﾎﾙﾝ：藪内泉 

演奏曲目 

G.ｱｲﾈﾑ：ﾈｽﾞﾐとﾋﾞｰﾊﾞｰと熊の為のｾﾚﾅ

ｰﾃﾞ他 

 

５．ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪ｺﾝ

ｻｰﾄ 

 

共 平成20年8月 豊中文化会館 指揮：若林義人 

吹奏楽：ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

C.ｽﾐｽ：ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ 

D.ｷﾘﾝｸﾞ：With Heart and Voice 

D.ﾌﾞﾛｯｾ：ﾀﾝﾀﾝ‐太陽の神殿 

J.ｳﾞｧﾝﾃﾞﾙﾛｰｽﾄ：ｵﾘﾝﾋﾟｶ 

八木澤教司：吹奏楽の為の音楽詩 

輝きの海へ 

J.ｳﾞｧﾝﾃﾞﾙﾛｰｽﾄ：ｽﾊﾟﾙﾀｸｽ 

 

６.KA-Abschulsskonzer

t 

ｸﾗﾘﾈｯﾄﾘｻｲﾀﾙ 

 

単 平成20年10月 

 

 

 

ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ芸術大学室

内楽ホール 

（Kammermusiksaal） 

ﾄﾞｲﾂ国立ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ芸術大学芸術家

養成課程修了認定試験を兼ねた演奏

会 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：高井章恵 

演奏曲目 

J.ﾌﾗﾝｾ：主題と変奏 

J.ｼｭﾀｰﾐｯﾂ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ｸﾗﾘﾈｯﾄとﾋﾟｱﾉの為のｿﾅﾀ

op.120-1 

７.Overflow Moriyama 

citizen hall Vol.38 

Trio Rintonare 

 

 

共 平成21年2月 

 

 

守山市民ﾎｰﾙ玄関ﾛﾋﾞｰ ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安

紗美 

ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

D.ﾐﾖｰ：組曲 

I.ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ：組曲「兵士の物語」 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

８．関西フィルハーモニ

ー管弦楽団 第209回定

期演奏会 

共 平成21年3月 ｻﾞ･ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 指揮:飯守泰次郎 

ｵｰｹｽﾄﾗ：関西ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ：「ﾄﾘｽﾀﾝとｲｿﾞﾙﾃﾞ」より前

奏曲と愛の詩 

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ：楽劇「ワルキューレ」よ

り第1幕 

 

９．ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪ｺﾝ

ｻｰﾄ 

 

共 

 

平成21年4月 

 

尼崎総合文化ｾﾝﾀｰ ｱﾙｶ

ｲｯｸﾎｰﾙ 

 

指揮：高谷光信 

吹奏楽：ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

2009年度吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲 

A.ﾘｰﾄﾞ：春の猟犬 

J.B.ﾁｬﾝｽ：呪文と踊り 

P.ｸﾞﾚｰｱﾑ：地底旅行 

 

１０．関西フィルハーモ

ニー管弦楽団 第210回

定期演奏会 

共 平成21年4月 ｻﾞ･ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 指揮:藤岡幸夫 

ｵｰｹｽﾄﾗ：関西ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

M.ﾗｳﾞｪﾙ：「ﾀﾞﾌﾆｽとｸﾛｴ」第2組曲 

M.ﾗｳﾞｪﾙ：ﾗ・ｳﾞｧﾙｽ 

 

１１．創作ｵﾍﾟﾗ「秀とカ

ッパの笛」 

共 平成21年9月 島本町住民ﾎｰﾙ 

京都会館第二ホール 

作曲/指揮：葛西進 

ｵｰｹｽﾄﾗ：秀とカッパの笛上演ｵｰｹｽﾄﾗ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

葛西進：秀とカッパの笛 

 

１2.ｿﾌﾟﾗﾉ、ﾋﾟｱﾉ、ｸﾗﾘﾈ

ｯﾄによる演奏会 

共 平成21年12月 滋賀県立石山高等学校

音楽科湖声ﾎｰﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

ｿﾌﾟﾗﾉ：伴真由子 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：岩上の羊飼いD.965 

L.ｼｭﾎﾟｱ：6つのﾄﾞｲﾂ歌曲op.103 

 

１3.ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪ｺﾝ

ｻｰﾄ 

 

共 平成22年3月 尼崎総合文化ｾﾝﾀｰ ｱﾙｶ

ｲｯｸﾎｰﾙ 

指揮：高昌帥 

吹奏楽：ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

2010年度吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲 

N.ﾘﾑｽｷｰｼﾞﾙｻｺﾌ:ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ協奏曲 

平野達也：吹奏楽の為の「ﾉｯﾄｩﾙﾉ」 

高昌帥：吹奏楽の為のﾏｲﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 

 

１4.河野泰幸ｸﾗﾘﾈｯﾄﾘｻｲ

ﾀﾙ 

単 平成22年3月 青山音楽記念館ﾊﾞﾛｯｸｻﾞ

ｰﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ:河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

H.ｶﾞﾙ：ｸﾗﾘﾈｯﾄｿﾅﾀ 

A.ﾍﾞﾙｸ：4つの作品op.5 

N.ﾌﾞﾙｸﾞﾐｭﾗｰ：Duo op.15 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ｸﾗﾘﾈｯﾄｿﾅﾀ 第3番 op.107 

 

 

 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

１5.Trio Rintonare ｺ

ﾝｻｰﾄ 

共 平成22年6月 青山音楽記念館ﾊﾞﾛｯｸｻﾞ

ｰﾙ 

TrioRintonareﾘｻｲﾀﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安

紗美 

ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

D.ﾐﾖ ：ー組曲「荷物を持たない旅行者」

op.157b 

A.ﾍﾞﾙｸ：室内協奏曲より第2楽章

Adagio  

S.ｷｭﾘｱｰ：「限界」 

岡田加津子：委嘱作品「ｱｸﾃｨﾝｸﾞｴﾁｭｰ

ﾄﾞ」 

H.ｶﾞﾙ：三重奏op.97 

 

１6.神戸ﾌﾛｲﾃﾞ合唱団ｻﾏ

ｰｺﾝｻｰﾄ 

 

 

共 平成22年7月 神戸国際会館こくさいﾎ

ｰﾙ 

指揮：亀井正比古 

ｵｰｹｽﾄﾗ：関西ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ：ｸﾞﾛﾘｱﾐｻ 

G.ﾌｫｰﾚ：ﾚｸｲｴﾑ 

 

17.お気楽クラシック 

2010 第4回公演「ディ

ベルティメントって楽

しい！」 

共 平成22年10月 熊野市民会館ホール 指揮：湯浅篤史 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都ﾁｪﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

 

J.ｲﾍﾞｰﾙ：室内管弦楽のためのﾃﾞｨﾍﾞﾙ

ﾃｨﾒﾝﾄ 

 

18.第5回Xmas静かな夜

のトリオの夕べ Trio 

Abend 

共 平成22年12月 日本基督教団宇治教会

礼拝堂 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：村井祐児、河野泰幸、三木

薫 

ﾌﾙｰﾄ：内田尚子 ﾋﾟｱﾉ紺谷志野 

演奏曲目 

C.ﾍﾞｰﾙﾏﾝ：協奏的二重奏曲op.33 他 

 

19.兵庫芸術文化ｾﾝﾀｰ管

弦楽団 第39回定期演

奏会 

共 平成23年1月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：佐渡裕 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫芸術文化センター管弦

楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：「ｴｸﾞﾓﾝﾄ」序曲op.84 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第3番

op.37 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第3番op.55 

 

20.ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪ｺﾝｻ

ｰﾄ 

共 平成23年4月 吹田市文化会館ﾒｲｼｱﾀｰ

大ﾎｰﾙ 

指揮：中井 章徳 

吹奏楽：ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

2011年度吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲 

J.ﾊﾞｰﾝｽﾞ：ｱﾙｳﾞｨｰﾏ序曲 

樽谷雅徳：ﾏｰﾄﾞｯｸからの最後の手紙 

J.ｳﾞｧﾝﾃﾞﾙﾛｰｽﾄ：ﾎﾟﾝﾃ･ﾛﾏｰﾉ 

A.ﾘｰﾄﾞ：ｴﾙｻﾚﾑ讃歌 

 

 

 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

21.ｵｰｹｽﾄﾗ・ﾑｼﾞｶ・ﾁｪﾚｽ

ﾃ演奏会 

共 平成23年7月 日野町町民会館わたむ

きﾎｰﾙ虹 

指揮：篠崎靖男 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ｵｰｹｽﾄﾗ・ﾑｼﾞｶ・ﾁｪﾚｽﾃ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ：ﾁｪﾛ協奏曲op.104 

A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ：交響曲第8番op.88 

22.第2回反音楽会 共 平成23年10月 京都府民ホールALTI ｱﾙﾄ：ｾｼﾙ･ﾌｧﾝ･ｻﾝﾄ 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：谷本華子、木下真希  

ｳﾞｨｵﾗ：中村公俊 ﾁｪﾛ：伊東裕 

ﾌ ﾙ ｰ ﾄ ：榎田雅 祥、出 口かよ子      

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸、東山梓 

演奏曲目 

C.ｼｭﾀｰﾐｯﾂ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ4重奏 

M.ﾗｳﾞｪﾙ：ｽﾃﾌｧﾇｽ・ﾏﾗﾙﾒの為の3つの

詩 

 

23.お気楽ｸﾗｼｯｸ2011第5

回公演 

京都ﾁｪﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞと

熊野の子供たちのｸﾘｽﾏｽ 

共 平成23年12月 熊野市民会館ﾎｰﾙ 指揮：湯浅篤史 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都ﾁﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ独奏：河野泰幸 

演奏曲目 

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲 k.622 

 

24.LICオルガンコンサ

ート 

小中学生のみんな、パイ

プオルガンをきいてみ

よう！~音楽を楽しもう

~ 

共 平成24年1月 LICはびきのホールM ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ：大山智子 

演奏曲目 

G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ：ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ 

A.ｼｭﾗｲﾅｰ：だんだん小さく 

 

25.ｵﾄﾞｲﾂｸﾗﾘﾈｯﾄﾄﾘｵ  

Salon Concert 

共 平成24年1月 Rootsサロン ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸、滝澤誠友、清水

千夏 

演奏曲目 

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾃﾞｨﾍﾞﾙﾃｨﾒﾝﾄNo.3 

W.A.ﾓｰｻﾞﾙﾄ：ﾄﾞﾝ・ｼﾞｮﾊﾞﾝﾆより 

F.W.ﾐｰﾁｬﾑ：ｱﾒﾘｶﾝﾊﾟﾄﾛｰﾙ  他 

 

26.兵庫芸術文化センタ

ー管弦楽団 第25回名曲

コンサート 

共 平成24年2月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：湯浅卓雄 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫芸術文化ｾﾝﾀｰ管弦楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

E.ｸﾞﾘｰｸﾞ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲op.16 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：交響曲第1番op.68 

 

27.兵庫芸術文化ｾﾝﾀｰ管

弦楽団 

第50回定期演奏会 

共 平成24年3月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：井上道義 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫芸術文化センター管弦

楽団 

Esｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

R.ｼｭﾄﾗｳｽ：ｻﾛﾒの踊りop.54 

 

28.ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪ｺﾝｻ

ｰﾄ 

 

共 平成24年4月 尼崎総合文化ｾﾝﾀｰ ｱﾙｶｲ

ｯｸﾎｰﾙ 

指揮：井村誠貴 

吹奏楽：ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

2012年度吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲 

A.ｺﾞｰﾌﾞ：ｱｳｪｲﾃﾞｨｰ 

A.ﾘｰﾄﾞ：ｵｾﾛ 

八木澤教司：稜線の風～北ｱﾙﾌﾟｽの印

象 

P.ｽﾊﾟｰｸ：宇宙の音楽 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

29.伴真由子&塩見亮ﾃﾞｭ

ｵﾘｻｲﾀﾙ 

共 平成24年4月 ﾛﾏﾝﾎｰﾙ ｿﾌﾟﾗﾉ：伴真由子 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮  

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

演奏曲目 

F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：岩上の羊飼 D.965 

 

30.京都祝祭管弦楽団第

7回定期演奏会 ﾌﾞﾗｰﾑｽ 

ﾁｸﾙｽ1 

 

 

共 平成24年4月 京都府長岡京記念文化

会館 

指揮：湯浅篤史  

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ独奏：杉江洋子 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都新祝祭管弦楽団 

首席ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ兼務 

 

31.ｳｲﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗｴｽﾍﾟﾗﾝｻ

特別演奏会 

共 平成24年5月 いずみﾎｰﾙ Cond.守山俊吾 

ｳｲﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

2012年度吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲 

C.ｻﾝｻｰﾝｽ：動物の謝肉祭 

F.ﾌﾟｰﾗﾝｸ：2台のﾋﾟｱﾉの為の協奏曲 

32.仲道郁代ﾓｰﾂｧﾙﾄｸﾛｽｵ

ｰﾊﾞｰ 

共 平成24年5月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：手塚幸紀 ﾋﾟｱﾉ独奏：仲道郁

代 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ管弦

楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲23番 

33.Trio Rintonareｺﾝｻｰ

ﾄ 

共 平成24年6月 京都市立京都堀川音楽

高等学校音楽ホール 

TrioRintonareﾘｻｲﾀﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安

紗美 

ﾋﾟｱﾉ：塩見亮   語り：海部剛史 

演奏曲目 

I.ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ：兵士の物語(語り付

き) 

T.ﾏｽｸﾞﾚｲﾌﾞ：ﾋﾟｴﾛ 

A.ｱﾙﾁｭﾆｱﾝ：三重奏組曲  

 

34.珠玉の3人 ~Trio 

Rintonare の世界~ 

共 平成24年6月 熊野市民会館ホール ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安

紗美 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮  お話：湯浅

篤史 

演奏曲目 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：歌の翼に 

A.ｼｭﾗｲﾅｰ：だんだん小さく 

D.ﾐﾖ ：ー組曲「荷物を持たない旅行者」 

A.ｱﾙﾁｭﾆｱﾝ：三重奏曲 

 

35.ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ&ｸﾗﾘﾈｯﾄ 

東日本大震災復興支援

チャリティーコンサー

ト 

共 平成24年7月 甲南女子大学芦原講堂 ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸  

ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ：大山智子 

演奏曲目 

伊藤康英：日本の四季の歌遊び 

A.ｼｭﾗｲﾅｰ：だんだん小さく 

G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ：ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ 

36.高田泰治W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ 

ﾋﾟｱﾉ協奏曲大全Vol.6 

共 平成24年8月 大阪倶楽部 4Fホール Cond.延原武春 

Fp.高田泰治 

Orch.ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加※ﾋﾟﾘｵﾄﾞ楽器

使用 

演奏曲目 

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第22番、23

番、24番 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

37.柚木たまみｿﾌﾟﾗﾉﾘｻｲ

ﾀﾙ 

共 平成24年9月 京都市立京都堀川音楽

高等学校音楽ホール 

ｿﾌﾟﾗﾉ：柚木たまみ 

ﾋﾟｱﾉ：前田則子 

ﾌﾙｰﾄ：吉岡アカリ、西村美香 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：日比野裕幸 河野泰幸 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：佐藤一紀、田中祐子 

ｳﾞｨｵﾗ：小峰航一   ﾁｪﾛ：佐藤禎 

演奏曲目 

M.ﾗｳﾞｪﾙ：ﾏﾗﾙﾒの3つの詩 

 

38.六地蔵総合病院 ﾐｭ

ｰｼﾞｯｸﾌﾛｱｺﾝｻｰﾄ 

共 平成24年9月 六地蔵病院フロア ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾌｧｺﾞｯﾄ：田中里絵 

ﾋﾟｱﾉ：永峯翠子 

演奏曲目 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：歌の翼に 

A.ｼｭﾗｲﾅｰ：だんだん小さく 

F.ﾛｳ：踊り明かそう 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：街の歌 他 

39.京都ﾁｪﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞ

と熊野の子供たちのｸﾘｽ

ﾏｽ Vol.2 

共 平成24年12月 熊野市民会館ホール 指揮：湯浅篤史 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都ﾁｪﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｲﾔｰｽﾞ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

J.ﾊｲﾄﾞﾝ：ｵﾗﾄﾘｵ「天地創造」よりｱﾘｱ”

今や野は爽やか緑をさしいだして” 

G.ﾋﾞｾﾞｰ：「アルルの女」第2組曲 

40.東日本大震災復興支

援 

～神戸から音楽のエー

ルを～ 

ｸﾘｽﾏｽﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ 

共 平成24年12月 甲南女子大学芦原講堂 ｸﾗﾘﾈｯﾄ/編曲：河野泰幸 

ﾌﾙｰﾄ：黒田聰 ﾊｰﾌﾟ：宇野友基子 

ﾎﾙﾝ：藪内泉 ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ：大山智子 

演奏曲目 

P.ﾘｰﾄﾞ：ｳﾞｨｸﾄﾘｱﾝｷｯﾁﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ 

P.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ/河野泰幸編：くるみ割り

人形より 他 

41.第7回トリオの夕べ 

Trio Abend 

共 平成24年12月 日本基督教団宇治教会

礼拝堂 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾌﾙｰﾄ：内田尚子  

ﾋﾟｱﾉ：紺谷志野 

演奏曲目 

P.ﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄ：ｸﾗﾘﾈｯﾄｿﾅﾀop.6 

K.ｸﾝﾏｰ：二重奏曲 第1番 

C.ｻﾝｻｰﾝｽ：ﾀﾗﾝﾃﾗ op.6 

42.兵庫芸術文化ｾﾝﾀｰ管

弦楽団 

第58回定期演奏会 

共 

 

平成25年2月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：ユーベル・スダーン 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ管弦

楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲op.77 

F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：交響曲第4番D.147 

 

43.ｶﾌｪﾓﾝﾀｰｼﾞｭでの1時

間        世

の終わりの為の4重奏 

共 平成25年3月 ｶﾌｪ・ﾓﾝﾀｰｼﾞｭ ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：谷本華子 ﾁｪﾛ：上森祥平 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

O.ﾒｼｱﾝ：世の終わりの為の4重奏 

 

44.兵庫芸術文化センタ

ー管弦楽団 

第60回定期演奏会 

共 平成25年4月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：佐渡裕 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ管弦

楽団 

Esｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

C.ｵﾙﾌ：ｶﾙﾐﾅﾌﾞﾗｰﾅ 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

45.京都新祝祭管弦楽団

第1回定期演奏会ﾌﾞﾗｰﾑｽ

ﾂｨｸﾙｽ2 

共 平成25年4月 京都府長岡京記念文化

会館 

指揮：湯浅篤史  

ﾋﾟｱﾉ独奏：塩見亮 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都新祝祭管弦楽団 

首席ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ兼務 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番op.83 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：交響曲第2番op.73 

 

46.兵庫芸術文化センタ

ー管弦楽団 

第61回定期演奏会 

共 平成25年5月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：金聖響 

Orch. 兵庫県立芸術文化センター管

弦楽団 

Esｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

R.ｼｭﾄﾗｳ：ｽﾂｧﾗｽﾄｩﾗはこう言った

op.30 

 

47.池川章子門下生によ

るViolin Concert20周

年記念 ｳﾞｧｲｵﾘﾝｺﾝﾁｪﾙﾄ

の魅力 

共 平成25年5月 イシハラホール 指揮：飯田精三 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ独奏：池川章子 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：序曲「エグモント」

op.84 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲op.61 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲op.64 

 

48.兵庫芸術文化ｾﾝﾀｰ管

弦楽団 

室内ｵｰｹｽﾄﾗｼﾘｰｽﾞ16 

共 平成25年6月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮/ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ独奏：ｸﾘｽﾁｬﾝ・ﾘﾝﾄﾞﾊﾞｰ

ｸ 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ管弦

楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

F.ﾀﾞｳﾞｨｯﾄﾞ：ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ協奏曲op.4 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第8番op.93 

 

49.ムジークフェストな

ら 

奈良ﾎﾃﾙ ﾗﾝﾁﾀｲﾑｺﾝｻｰﾄ 

共 平成25年6月 奈良ホテル ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸  

ﾋﾟｱﾉ：上田賀代子 

演奏曲目 

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ：ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝより 

R.ｼｭｰﾏﾝ：３つのﾛﾏﾝｽ 

E.ﾌﾞﾚｲｸ：ﾒﾓﾘｰｽﾞｵﾌﾞﾕｰ 

G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ：ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ 

E.ｴﾙｶﾞｰ：愛のあいさつ 

A.ﾋﾟｱｿﾗ：ﾘﾍﾞﾙﾀﾝｺﾞ 

 

50.ムジークフェストな

ら 

奈良ﾎﾃﾙ ﾗﾝﾁﾀｲﾑｺﾝｻｰﾄ 

共 平成25年6月 奈良ホテル ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾌｧｺﾞｯﾄ：三木秀

彦  

ﾋﾟｱﾉ永峯翠子 

演奏曲目 

M.ｸﾞﾘﾝｶ：悲愴三重奏 

P.ﾕｵﾝ：ﾄﾘｵ･ﾐﾆﾁｭｱ 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾄﾘｵ街の歌 

 

51.ｶﾌｪﾓﾝﾀｰｼﾞｭでの1時

間 子供をつれて、音楽

会へ！ 

共 平成25年6月 ｶﾌｪ・ﾓﾝﾀｰｼﾞｭ ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安

紗美 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

S.ｷｭﾘｱｰ：限界 

岡田加津子：ｱｸﾃｨﾝｸﾞｴﾁｭｰﾄﾞ 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ﾛﾏﾝｽ 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

52.ｶﾌｪﾓﾝﾀｰｼﾞｭでの1時

間 「限界」 

共 平成25年6月 ｶﾌｪ・ﾓﾝﾀｰｼﾞｭ ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安

紗美 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

S.ｷｭﾘｱｰ：限界 

岡田加津子：ｱｸﾃｨﾝｸﾞｴﾁｭｰﾄﾞ 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ﾛﾏﾝｽ 

 

53.ｵｰｹｽﾄﾗ・ﾑｼﾞｶ・ﾁｪﾚｽ

ﾃ演奏会 

共 平成25年7月 日野町町民会館わたむ

きﾎｰﾙ虹 

指揮：篠崎靖男 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ｵｰｹｽﾄﾗ・ﾑｼﾞｶ・ﾁｪﾚｽﾃ 

Esｸﾗﾘﾈｯﾄ、及びｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参

加 

演奏曲目 

M.ﾗｳﾞｪﾙ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲ﾄ長調 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：交響曲第1番op.68 

 

54.いかるがの里芸術祭 

なら国際音楽ｱｶﾃﾞﾐｰ  

協奏曲 協奏曲 協奏曲 

共 平成25年7月 いかるがホール 大ホ

ール 

指揮：澤和樹 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ独奏：早坂宏

明 

ﾋﾟｱﾉ独奏：ｱﾙﾊﾞｰﾄ・ﾛﾄ  

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ独奏：若林暢 

ｵｰｹｽﾄﾗ：なら国際音楽ｱｶﾃﾞﾐｰｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

J.ﾊｲﾄﾞﾝ：ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ協奏曲 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲op.77 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第4番

op.58 

55.大阪南 

YMCA ﾗｲﾌﾞﾗﾘｺﾝｻｰﾄ 

単 平成25年7月 大阪南YMCA 2階ﾗｲﾌﾞﾗﾘ ｸﾗﾘﾈｯﾄﾘｻｲﾀﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｵﾙｶﾞﾝ：大山智子 

演奏曲目 

伊藤康英：日本の四季の歌遊び 

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲KV.622第2

楽章 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ民謡：ｸﾗﾘﾈｯﾄﾎﾟﾙｶ 

W.ﾋﾗｰ：メガネをかけたうっかり者の

蛇 

G.ｶﾞｰｼｭｲﾝ：ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ 

 

56.ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｻﾛﾝｺﾝｻｰﾄ 単 平成25年8月 いかるがﾎｰﾙ 大ﾎｰﾙﾎﾜｲ

ｴ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄﾘｻｲﾀﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ/古典ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸  

ﾋﾟｱﾉ：山本惇加 

演奏曲目 

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ：ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝより  

ﾒﾓﾘｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ﾕｰ 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ民謡：ｸﾗﾘﾈｯﾄﾎﾟﾙｶ  

J.ｼｭﾀｰﾐｯﾂ ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲より2楽章  

P.ﾘｰﾄﾞ：ｳﾞｨｸﾄﾘｱﾝ･ｷｯﾁﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ 

伊藤康英：日本の四季の歌遊び   

M.ﾚｰｶﾞｰ：ﾛﾏﾝﾂｪ                                 

L.ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ：ｸﾗﾘﾈｯﾄｿﾅﾀ  

A.ｼｭﾅｲﾀﾞｰImmer Kleiner(だんだん小

さく) 

 

57.大阪日独協会主催に

よる 

ｺﾝｻｰﾄ&交流ﾊﾟｰﾃｨｰ 

共 平成25年9月 大阪倶楽部 4Fホール ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：上田賀代

子 

演奏曲目 

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ：ｵﾍﾟﾗ”ﾛｰｴﾝｸﾞﾘﾝ”より 

R.ｼｭｰﾏﾝ：３つのﾛﾏﾝｽop.94 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ﾛﾏﾝﾂｪop.76 
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概      要 
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58.兵庫芸術文化ｾﾝﾀｰ管

弦楽団 

第64回定期演奏会 

共 平成25年10月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：ｸﾘｽﾁｬﾝ・ｱﾙﾐﾝｸ 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫県立芸術文化センター

管弦楽団 

Esｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

 

59.BHP記念祭ｽﾍﾟｼｬﾙ六

重奏 

ﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄ&ﾌﾟｰﾗﾝｸの室内

楽(1) 

 

共 平成25年10月 しがぎんホール ﾌﾙｰﾄ：若林かをり ｵｰﾎﾞｴ：岡山理絵 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾌｧｺﾞｯﾄ：桑原正

善 

ﾎﾙﾝ：岩井理紗子 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

F.ﾌﾟｰﾗﾝｸ：6重奏曲 

P.ﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄ：木管5重奏曲 

J.ﾌﾗﾝｾ：恋人たちのたそがれ 

 

60.ランチタイムコンサ

ート 

河野泰幸ｸﾗﾘﾈｯﾄｺﾝｻｰﾄ 

単 平成25年11月 飛騨市文化交流ｾﾝﾀｰ小ﾎ

ｰﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄﾘｻｲﾀﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ民謡：ｸﾗﾘﾈｯﾄﾎﾟﾙｶ 

P.ﾘｰﾄﾞ：ｳﾞｨｸﾄﾘｱ・ｷｯﾁﾝ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ 

J.ｼｭﾀｰﾐｯﾂ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲第2楽章 

C.ｻﾝｻｰﾝｽ：白鳥 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ｸﾗﾘﾈｯﾄｿﾅﾀop.120-1第4楽

章 他 

 

61.一万人の第九 共 平成25年12月 大阪城ホール 指揮：佐渡裕 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ管弦

楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

L.v. ﾍ ﾞ ｰ ﾄ ｰ ｳ ﾞ ｪ ﾝ：交響曲第 9番 

op.125 

62.わくわくｵｰｹｽﾄﾗ教室

③ 

共 平成25年12月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：永峯大輔 

ｵｰｹｽﾄﾗ：兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ管弦

楽団 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：真夏の夜の夢より「結

婚行進曲」 

P.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ:組曲くるみ割り人形よ

り「行進曲」「ﾄﾚﾊﾟｯｸ」「花のﾜﾙﾂ」 

J.ｼﾍﾞﾘｳｽ：ﾌｨﾝﾗﾝﾃﾞｨｱ 

J.ｼｭﾄﾗｳｽ：ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 

63.高速開通!熊野!１億

円ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ第九交響曲演

奏会 

共 平成25年12月 熊野市民会館ホール 指揮：湯浅篤史 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都新祝祭管弦楽団 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ：「ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸのﾏｲｽﾀｰｼﾞﾝｶﾞｰ」 

より前奏曲 

L.v. ﾍ ﾞ ｰ ﾄ ｰ ｳ ﾞ ｪ ﾝ：交響曲第 9番 

op.125 

64.京都ｾｼﾘｱ合唱団第2

回定期演奏会 

共 平成25年12月 京都ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 大ﾎｰﾙ 指揮：葛西進 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都ｾｼﾘｱ管弦楽団 

合唱：京都ｾｼﾘｱ合唱団 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：「ｺﾘｵﾗﾝ」序曲、交響

曲第9番4楽章  他 
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65.第九deｸﾘｽﾏｽ 共 平成25年12月 ザ・シンフォニーホール 指揮：延原武春 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

L.v. ﾍ ﾞ ｰ ﾄ ｰ ｳ ﾞ ｪ ﾝ：交響曲第 9番 

op.125 

 

66.こなんｱﾝｻﾝﾌﾞﾙﾌｪｽﾃｨ

ﾊﾞﾙ 

共 平成26年1月 湖南市甲西文化ホール ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾌｧｺﾞｯﾄ：三木秀

彦 

ﾎﾙﾝ：西川幸恵 

演奏曲目 

P.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：くるみ割り人形より序

曲 

S.ｼﾞｮﾌﾟﾘﾝ：ｴﾝﾀｰﾃｨﾅｰ 

G.ｱｲﾈﾑ：ﾈｽﾞﾐとﾋﾞｰﾊﾞｰと熊の為のｾﾚﾅ

ｰﾃﾞ  他 

 

67.信楽図書館ﾆｭｰｲﾔｰｺﾝ

ｻｰﾄ 

共 平成26年1月 信楽図書館 ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾌｧｺﾞｯﾄ：三木秀

彦 

ﾘｭｰﾄ：笠原雅仁  

ﾋﾟｱﾉ：田中万里、上垣満子 

演奏曲目 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ民謡：ｸﾗﾘﾈｯﾄﾎﾟﾙｶ 

日本歌曲、他 

68.中山・KLCコンサート

2014 

共 平成26年2月 兵庫県立芸術ｾﾝﾀｰ 神

戸女学院小ﾎｰﾙ 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ｻﾛﾝｵｰｹｽﾄﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

J.ｼｭﾄﾗｳｽ：ﾎﾟﾙｶ雷鳴と稲妻 

P.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：眠りの森の美女よりワ

ルツ 

S.ｼﾞｮﾌﾟﾘ：エンターテイナー 

P.ｼﾞｭﾅﾝ：ﾍﾞﾆｽの謝肉祭 

L.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ：ﾌﾞﾙｰﾀﾝｺﾞ 

J.ｼｭﾄﾗｳｽ：美しき青きﾄﾞﾅｳ 

J.ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ：天国と地獄よりカンカ

ン 

 

69.鳴り響け！東北への

想い 

京都新祝祭管弦楽団特

別演奏会 

共 平成26年3月 京都外国語大学森田記

念講堂 

指揮：湯浅篤史 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都新祝祭管弦楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ独奏：河野泰幸  

ｳﾞｨｵﾗ独奏：田代直子 

演奏曲目 

M.ﾌﾞﾙｯﾌ：ｸﾗﾘﾈｯﾄとﾋﾞｵﾗのための二重

協奏曲 作品88 

 

70.orchester Japan 

2011 公演 

共 平成26年3月 いずみホール 指揮：延原武春 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

R.ﾜｰｸﾞﾅｰ：「ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸのﾏｲｽﾀｰｼﾞﾝｶﾞｰ」

より前奏曲 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ﾄﾞｲﾂﾚｸｲｴﾑ 

 

71.第61回ﾏｲｸﾘﾆｯｸ  

かるがもｺﾝｻｰﾄ 

共 平成26年3月 ﾏｲｸﾘﾆｯｸ かるがもﾎｰﾙ ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：寄藤佳織 

演奏曲目 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ民謡：ｸﾗﾘﾈｯﾄﾎﾟﾙｶ 

J.ｼｭﾀｰﾐｯﾂ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲より 

Mﾚｰｶﾞｰ:ﾛﾏﾝﾂｪ 他 
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72.ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪ｺﾝｻ

ｰﾄ 

共 平成26年4月 あましん ｱﾙｶｲｯｸﾎｰﾙ 指揮：中井 章徳 

吹奏楽：ﾌﾞﾗｽﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ大阪 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

C.T.ｽﾐ：ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ､ﾊﾞﾗｰﾄﾞ&ｼﾞｭﾋﾞﾘｰ 

2014年度全日本吹奏楽コンクール課

題曲 

福嶋弘和：百年祭 

L.ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ：ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾀﾞﾝｽ 

73.ｶﾌｪﾓﾝﾀｰｼﾞｭでの1時

間        世

の終わりの為の4重奏 

共 平成26年4月 ｶﾌｪ・ﾓﾝﾀｰｼﾞｭ ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：谷本華子 ﾁｪﾛ：上森祥平 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

O.ﾒｼｱﾝ：世の終わりの為の4重奏 

74.第23回ｸﾗｼｯｸ音楽ｺﾝｸ

ｰﾙ入賞者披露演奏会 

共 平成26年5月 兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ

KOBELCO大ﾎｰﾙ 

指揮：湯浅篤史 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として客演 

演奏曲目 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第3番

op.37 第1楽章 

S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番op.18第1

楽章 

F.ｼｮﾊﾟﾝ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番op.11第1

楽章 

F.ｼｮﾊﾟﾝ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第2番op.21第1

楽章 

 

75.第218回定期演奏会          

L.ｖ.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝピアノ

協奏曲全曲演奏会 

共 平成26年5月 大阪市中央公会堂３F集

会室 

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ楽器を使用しての演奏会 

指揮：延原武春 

ﾌｫﾙﾃﾋﾟｱﾉ：高田泰治 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ピアノ協奏曲第2番、

4番 

 

76.飛騨文化交流ｾﾝﾀｰ           

ﾗﾝﾁﾀｲﾑｺﾝｻｰﾄ1周年記念

ｶﾞﾗｺﾝｻｰﾄ 

共 平成26年6月 飛騨文化交流ｾﾝﾀｰ ｽﾋﾟ

ﾘｯﾄｶﾞｰﾃﾞﾝﾎｰﾙ 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：谷本華子 ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰

幸 

ｻｷｿﾌｫﾝ：田中靖人 ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ：上田じ

ん 

ﾎﾙﾝ：小林祐治 ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ：加藤直明 

ｿﾌﾟﾗﾉ：大森智子  

ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ：宮本妥子 後藤ゆり子  

ﾋﾟｱﾉ：田村緑 白石光隆新居由佳梨 

岡本佐紀子 大室晃子 

演奏曲目 

A.ﾊﾁｬﾄｩﾘｱﾝ：三重奏曲 

J.ｼｭﾄﾗｳｽII：こうもり序曲 

E.ｴﾙｶﾞｰ：威風堂々 

77.ムジークフェストな

ら           

春日の森に響く、木管の

調べ 

共 平成26年6月 春日大社 感謝共生の

館 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾌｧｺﾞｯﾄ：三木秀

彦 

演奏曲目 

C.Ph.E. ﾊ ﾞ ｯ ﾊ ： 二 重 奏 曲 

Wq142(H.636) 

F.ﾌﾟｰﾗﾝｸ：ｸﾗﾘﾈｯﾄとﾌｧｺﾞｯﾄの為のｿﾅﾀ 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：3つの二重奏曲第3番 

G.ｼﾞｪｲｺﾌﾞ：二重奏曲 

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ｿﾅﾀ KV292(196c) 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

78.京都新祝祭管弦楽団          

第2回定期演奏会 

共 平成26年6月 八幡市文化センター 指揮：湯浅篤史 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都新祝祭管弦楽団 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ独奏：杉江洋子 

ﾁｪﾛ独奏：藤森亮一 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ兼務 

演奏曲目 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：悲劇的序曲 op.81       

ｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾁｪﾛの為の二重協奏曲

op.102 

交響曲第3番op.60 

79.ｶﾌｪﾓﾝﾀｰｼﾞｭでの1時

間        大

いなる遺産 

単 平成26年7月 ｶﾌｪ・ﾓﾝﾀｰｼﾞｭ ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ｸﾗﾘﾈｯﾄとﾋﾟｱﾉの為のｿﾅﾀ第3

番 op107 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ﾀﾗﾝﾃﾗ 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ﾛﾏﾝﾂｪ ﾄ長調 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ｱﾙﾊﾞﾑﾘｰﾌ 

80.滋賀大学 教員によ

るﾗﾝﾁﾀｲﾑｺﾝｻｰﾄｼﾘｰｽﾞ 

Vol.3 鍵盤楽器との室

内楽作品 

共 平成26年7月 滋賀大学 中講義室 指揮若林千春 

ﾁｪﾝﾊﾞﾛ/ﾋﾟｱﾉ：犬伏純子 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：西川茉利子 ﾁｪﾛ：高岡奈

美 

ﾌﾙｰﾄ：森本英希 ｵｰﾎﾞｴ：中根庸介 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

演奏曲目 

C.ｻﾝｻｰﾝｽ：ﾃﾞﾝﾏｰｸとﾛｼｱの歌による奇

想曲 

M.ﾌｧﾘｧ：ﾁｪﾝﾊﾞﾛと5人の奏者の為の協

奏曲 

81.第220回定期演奏会          

L.ｖ.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝピアノ

協奏曲全曲演奏会 

共 平成26年8月 大阪市中央公会堂３F集

会室 

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ楽器を使用しての演奏会 

指揮：延原武春 

ﾌｫﾙﾃﾋﾟｱﾉ：高田泰治 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ピアノ協奏曲第3番 

 

82.ﾜﾝｺｲﾝ市民ｺﾝｻｰﾄ          

5STIMMEN木管五重奏団 

共 平成26年9月 大阪大学会館 ﾌﾙｰﾄ：出口かよ子 ｵｰﾎﾞｴ：松本剛 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾌｧｺﾞｯﾄ：淡島宏

枝 

ﾎﾙﾝ：中村一男 

演奏曲目 

G.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｰ：歌劇「運命の力」より

序曲 

G.ﾋﾞｾﾞｰ：カルメン幻想曲 

D.ｱｹﾞｲ：5つのやさしいダンス 

R.ﾛｼﾞｬｰｽ：ｻｳﾝﾄﾞ・ｵﾌﾞ・ﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾄﾞﾚ

ｰ 

D.ﾐﾖｰ：ﾙﾈ王の暖炉 

P.ﾀﾌｧﾈﾙ：木管五重奏 

83.大谷中・高等学校音

楽鑑賞会 

共 平成26年10月 フェスティバルホール 指揮：延原武春 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

84.地主薫舞踏生活 50

周年記念公演 アリバ

バと 40人の盗賊 

共 平成26年10月 フェスティバルホール 指揮：江原功 

ｵｰｹｽﾄﾗ：大津ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

創作バレエ「アリババと40人の盗賊」 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

85.女声合唱団ｾｼﾘｱ第

31回定期演奏会 

共 平成26年10月 兵庫県立芸術ｾﾝﾀｰ 神

戸女学院小ﾎｰﾙ 

指揮：森啓一 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

ﾋﾟｱﾉ：藤澤篤子、小合麻里奈 

合唱：女声合唱団セシリア 

演奏曲目 

G.ｼﾞｪｲｺﾌﾞ：5つの小品 

G.ﾌｫｰﾚ：ﾗｼｰﾇの讃歌 

X.ｻﾗｿﾗ：世界を見よう 

86.県民芸術劇場 木管

五重奏 

共 平成26年11月 兵庫県多可町立中町南

小学校 

ﾌﾙｰﾄ：出口かよ子 ｵｰﾎﾞｴ：松本剛 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾌｧｺﾞｯﾄ：淡島宏

枝 

ﾎﾙﾝ：中村一男 

演奏曲目 

J.ｼｭﾄﾗｳｽII：ﾄﾘｯﾁ･ﾄﾗｯﾁ･ﾎﾟﾙｶ 

J.ﾊｲﾄﾞﾝ：ﾃﾞｨﾍﾞﾙﾃｨﾒﾝﾄ 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ民謡：ｸﾗﾘﾈｯﾄﾎﾟﾙｶ 

A.ﾌﾞﾗｲﾔｰ：口笛吹きと犬 

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：きらきら星変奏曲 

S.ﾌｫｽﾀｰ：ﾌｫｽﾀｰﾒﾄﾞﾚｰ 

R.ﾛｼﾞｬｰｽ：ｻｳﾝﾄﾞｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ 

 

87.第 222 回定期演奏会          

L.ｖ.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝﾋﾟｱﾉ協

奏曲全曲演奏会 

共 平成26年11月 大阪市中央公会堂３F集

会室 

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ楽器を使用しての演奏会 

指揮：延原武春 

ﾌｫﾙﾃﾋﾟｱﾉ：高田泰治 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ピアノ協奏曲第5番 

88.Trio Rintonare 

Rrrrrr... 

共 平成26年11月 ｶﾌｪ・ﾓﾝﾀｰｼﾞｭ ｸﾗﾘﾈｯﾄ/ﾊﾞｽｸﾗﾘﾈｯﾄ/ｻｷｿﾌｫﾝ：河野泰幸 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安紗美 

ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

G.ﾒﾉｯﾃｨｰ：三重奏曲 

A.ﾍﾞﾙｸ：アダージョ 

M.ｶｰｹﾞﾙ：Rrrrrrr... 

 

89.県民芸術劇場 第

11回第九演奏会 

共 平成26年12月 赤穂市文化会館ﾊｰﾓﾆｰﾎｰ

ﾙ 

指揮：延原武春 

ｵｰｹｽﾄﾗ：テレマン室内オーケストラ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

L.v. ﾍ ﾞ ｰ ﾄ ｰ ｳ ﾞ ｪ ﾝ：交響曲第 9番 

op.125 

90.児童生徒会芸術鑑賞 

あゆみムジーク 

共 平成26年12月 滋賀県立鳥居本養護学

校 

ﾋﾟｱﾉ：田中万里、上垣満子 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

ﾘｭｰﾄ：笠原雅仁  ｿﾌﾟﾗﾉ：田中裕子 

演奏曲目 

A.ｼｭﾅｲﾀﾞｰ：だんだん小さく 

ﾌﾗﾝｽ童謡：ｸﾗﾘﾈｯﾄこわしちゃった 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ民謡：ｸﾗﾘﾈｯﾄﾎﾟﾙｶ 

 

91.京都ｾｼﾘｱ合唱団第 4

回定期演奏会 

共 平成26年12月 京都ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 大ﾎｰﾙ 指揮：葛西進 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都ｾｼﾘｱ管弦楽団 

合唱：京都ｾｼﾘｱ合唱団 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ協奏曲op.64 

G.ﾛｯｼｰﾆ：ｽﾀｰﾊﾞﾄﾏｰﾃﾙ 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

92.平野区ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ 

～ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗとひ

らの混声合唱団を迎え

て～ 

共 平成26年12月 ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ平野 指揮：延原武春 

ｵｰｹｽﾄﾗ：テレマン室内オーケストラ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

W.A.ﾓｰﾂｱﾙﾄ：ﾚｸｲｴﾑ kv.626より抜粋 

L.V.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第9番より第4

楽章 

他 

 

93.第九 de ｸﾘｽﾏｽ 共 平成26年12月 ｻﾞ･ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ Cond.延原武春 

Orch.テレマン室内オーケストラ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として 

 

94.日本ﾃﾚﾏﾝ協会特別演

奏会 協奏曲の夕べ 

共 平成27年2月 いずみﾎｰﾙ 指揮：延原武春 高曲伸和 

ピｱﾉ独奏：上薗 剛 大西隆弘 中谷桃

子 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲第4番ﾄ長

調 op.58  

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲 第23番

Kv488  

歌劇「ﾌｨｶﾞﾛの結婚」序

曲  

R.ｼｭｰﾏﾝ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲 イ短調 op.54 

 

95.延原武春指揮 ベー

トーヴェン交響曲第 7

番 

共 平成27年3月 京都ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 大ﾎｰﾙ ピリオド楽器による演奏 

指揮：延原武春  

ﾌｫﾙﾃﾋﾟｱﾉ：高田泰治  

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：ﾋﾟｱﾉ協奏曲 第4番 

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第7番 

 

96.東日本大震災追悼・

復興祈念ｺﾝｻｰﾄ 

 orchestraJAPAN2011 

共 平成27年3月 いずみﾎｰﾙ 指揮：延原武春 

ｿﾌﾟﾗﾉ：木村能里子 ﾊﾞｽ：篠部信宏 

合唱：ｺｰﾄﾞﾘﾍﾞｯﾄ･ｺｰﾙ 

ｵｰｹｽﾄﾗ：orchestraJAPAN2011 

演奏曲目 

ﾌﾞﾗｰﾑｽ:ﾄﾞｲﾂ･ﾚｸｲｴﾑ 

 

97.びわ湖音楽工房 共 平成27年3月 ﾛﾏﾝﾎｰﾙ ｸﾗﾘﾈｯﾄ:河野泰幸 

ﾌｧｺﾞｯﾄ：三木秀彦 

ﾎﾙﾝ：西川幸恵 

演奏曲目 

G.ｼﾞｪｲｺﾌﾞ：Duo 

G.ｱｲﾈﾑ：ﾈｽﾞﾐとﾋﾞｰﾊﾞｰと熊の為のｾﾚﾅ

ｰﾃﾞ 

C.P.E.ﾊﾞｯﾊ：Duo H.636 他 

 

98.第122回東区民セン

ターロビーコンサート 

共 平成27年5月 札幌市東区民センター

ロビー 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸、朝倉愛、山崎夏

摘 

ﾋﾟｱﾉ：西藤亜美 

演奏曲目 

 

99.ﾑｼﾞｰｸﾌｪｽとなら 

春～ｸﾗｼｯｸの調べにのせ

て 

 

 

共 平成27年6月 奈良県唐招提寺 僧坊 ｸﾗﾘﾈｯﾄ:河野泰幸、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ:岩渕晴子 

ﾌｧｺﾞｯﾄ：奥山紀子 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

100.ｷｬﾝﾊﾟｽｺﾝｻｰﾄ 

 

 

共 平成27年7月 札幌大谷大学 大谷記

念ホール 

指揮：河野泰幸、松本仁孝 

吹奏楽：北海道警察音楽隊、札幌大

谷大学ウインドオーケストラ 

演奏曲目 

H.ﾌｨﾙﾓｱ：ﾋｽﾞ･ｵﾅｰ 

P.A.ｸﾞﾚﾝｼﾞｬｰ：ﾎﾞﾆｰ･ﾄﾞｩｰﾝ川の岸辺

よ 

D.R.ﾎﾙｼﾞﾝｶﾞｰ：ｽｸｰﾃｨﾝｵﾝﾊｰﾄﾞﾛｯｸ 他 

 

101.日本テレマン協会 

第226回定期演奏会 

ベートーヴェン 交響曲 

第3番 変ホ長調 「英雄」 

共 平成27年7月 大阪市中央公会堂中集

会室 

ピリオド楽器による演奏 

指揮：延原武春  

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ楽器使用 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ変ホ長調 op.55 「英

雄」 

 

102.Trio Rintonare ﾘｻ

ｲﾀﾙ 

共 平成27年7月 京都市立京都堀川音楽

高等学校音楽ホール 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安

紗美 ﾋﾟｱﾉ：塩見亮 

演奏曲目 

G.C.ﾒﾉｯﾃｨｰ：三重奏曲 

P.ｼｪｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ:三重奏曲 

安田結衣子：7つの詩 

B.ﾊﾞﾙﾄｰｸ：ｺﾝﾄﾗｽﾂ 

 

103.OrchestraJAPAN公

演 

わが祖国(全曲) 

 

共 平成27年8月 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾎｰﾙ 指揮：延原武春 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

B.ｽﾒﾀﾅ：わが祖国 

 

104.ｺｰﾄﾞﾘﾍﾞｯﾄ･ｺｰﾙ公演 

ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ ｵﾗﾄﾘｵ「ﾊﾟ

ｳﾛ」演奏会 

共 平成27年8月 ｻﾞ･ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 指揮：延原武春 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：ｵﾗﾄﾘｵ「ﾊﾟｳﾛ」 

 

105.舞曲と民謡の調べ

～ﾊﾞﾙﾄｰｸ没後70年を記

念して～ 

共 平成27年8月 とましん本店２F市民サ

ロン 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：谷本聡子 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：グレブ･ニキティン 

 

106.芸術鑑賞会(開明中

学校) 

 

 

共 平成27年10月 いずみホール 指揮：延原武春 

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第3番「英雄」op.55 

 

107.親子で楽しむコン

サート 

共 平成27年12月 札幌大谷大学 大谷記

念ホール 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｿﾌﾟﾗﾉ：柳澤世莉

香  

ﾌﾙｰﾄ：関口さくら ｵｰﾎﾞｴ:天内芽生  

ﾊﾞｽｸﾗﾘﾈｯﾄ：山崎夏摘 ﾎﾙﾝ：松浦悠 

演奏曲目 

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｺﾚｸｼｮﾝ 

G.ﾌﾟｯﾁｰﾆ：私のお父さん 

P.ﾃﾞｭｶｽ：魔法使いの弟子 

久石譲：となりのトトロ 

J.ｼｭﾄﾗｳｽ：ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 

小山隼平：札幌大谷大学付属幼稚園

園歌 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

108.Ensenbule 

Mina-Mina 11 

再開を祝して・ﾄﾘｵﾀﾞﾝｼ

ｭ!! 

 

共 平成27年12月 札幌市時計台ホール ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｵｰﾎﾞｴ：玉田周哉 

ﾌｧｺﾞｯﾄ:濵田奈美 

演奏曲目 

R.ｿﾜｼ：ｵｰﾎﾞｴ､ｸﾗﾘﾈｯﾄとﾌｧｺﾞｯﾄの為の

ﾄﾘｵ Op.30-1 

M.ﾃｨﾘｴ：ﾚｰﾄｳﾞｨﾙﾚｰ 

C.Ph.E.ﾊﾞｯﾊ：二重奏 Wq.142 

G.ｼﾞｪｲｺﾌﾞ：二重奏曲 

A.ﾀﾝｽﾏﾝ：ﾄﾘｵﾀﾞﾝｼｭの為の組曲 

 

109.第10回 Trio 

Abend 

共 

 

平成27年12月 日本基督教団宇治教会 ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸、村井祐児、三木

薫 

演奏曲目 

F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：5つのドイツ舞曲より 

 

 

110.京都新祝祭管弦楽

団 

第3回定期演奏会 

ﾌﾞﾗｰﾑ ｽﾂｨｸﾙｽ IV  

共 平成28年2月 滋賀県立芸術劇場 

びわ湖ホール 

指揮：湯浅篤史 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都新祝祭管弦楽団 

ﾋﾟｱﾉ独奏：塩見亮 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ兼務 

演奏曲目 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ： 

ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15       

交響曲第4番op.98 

 

111.ｶﾝﾏｰﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ札幌」

第2回演奏会 

 

 

共 平成28年2月 札幌市教育文化会館 

小ホール 

指揮：林正樹 

管弦楽：ｶﾝﾏｰﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ札幌 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

演奏曲目 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：交響曲第4番Op.90 

 

112.Mujiｘ vol.2 

～ﾄﾘｵとﾄﾘｵ～ 

 

共 

 

 

平成28年3月 モーツァルト・サロン ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：赤松由

夏  ﾁｪﾛ：城甲実子 ﾋﾟｱﾉ:富士本

真其子 

演奏曲目 

ﾌﾞﾗｰﾑｽ:ｸﾗﾘﾈｯﾄ三重奏曲Op.114 

 

113.第435回市民ロビー

コンサート 

共 

 

平成28年4月 札幌市役所ロビー ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：岩渕晴

子 

ﾌｧｺﾞｯﾄ：濵田奈美 

演奏曲目 

W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ﾃﾞｨﾍﾞﾙﾃｨﾒﾝﾄK439b 

E.ｴﾙｶﾞｰ：愛の挨拶 

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ民謡：ｸﾗﾘﾈｯﾄﾎﾟﾙｶ 

F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：ﾄﾞｲﾂ舞曲集より 

 

114.Sapporo:Bigvalley 

Festival 

「お気に召すままモー

ツァルト」 

 

共 

 

平成28年6月 ふきのとうホール ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：ｸﾞﾚﾌﾞ･ﾆ

ｷﾃｨﾝ 

ﾋﾟｱﾉ：谷本聡子 黒山映  

ﾎﾙﾝ：井手詩朗 ｵｰﾎﾞｴ：古部賢一 

ﾃﾉｰﾙ：三山博司 ﾊﾞﾘﾄﾝ：則竹正人 

他 

 

 

 

 

 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

115.日本テレマン協会 

第233回定期演奏会 

 

共 平成28年7月 大阪市中央公会堂中集

会室 

ピリオド楽器による演奏 

指揮：延原武春  

ｵｰｹｽﾄﾗ：ﾃﾚﾏﾝ室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

ﾋﾟﾘｵﾄﾞ楽器使用 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者 

曲目 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第５番、ピア

ノ協奏曲第５番 

        

116.京都新祝祭管弦楽

団第3回東日本大進再復

興支援特別演奏会 

共 平成28年11月 

 

八幡市文化センター 指揮：湯浅篤史 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都新祝祭管弦楽団 

チェロ独奏：藤森亮 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ兼務 

演奏曲目 

P.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：ﾛｺｺ風の主題による変奏

曲 

G.マーラー：交響曲第1番 

 

117.ｸﾘｽﾏｽ･ｺﾝｻｰﾄ 

ｶｯﾁｰﾆ「ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ」 

共 平成28年12月 京都コンサートホー

ル・ムラタホール 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ独奏：河野泰幸 

指揮：葛西進 

管弦楽：京都セシリア管弦楽団 

演奏曲目 

ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲K.V.622 

 

118.ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ Vol.46 共 平成28年12月 井関楽器3F ｽﾀｲﾝｳｪｲｽﾀ

ｼﾞｵ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：新堀聡子 

演奏曲目 

R.ｼｭｰﾏﾝ：幻想小曲集op.73 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ｱﾙﾊﾞﾑﾌのﾍﾟｰｼﾞ、ﾀﾗﾝﾃﾗ 他 

 

119.第5回谷の匠 共 平成29年1月 札幌大谷大学大谷記念ﾎ

ｰﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：岡本孝慈 

M.ﾚｰｶﾞｰ：ｱﾙﾊﾞﾑのﾍﾟｰｼﾞ、ﾀﾗﾝﾃﾗ 

J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ｸﾗﾘﾈｯﾄｿﾅﾀ第1番op.120-1 

 

120.klarinettiade 共 平成29年2月 札幌大谷大学大谷記念ﾎ

ｰﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸、三瓶佳紀、中井

美里、佐藤しおり 

演奏曲目 

C.P.E.ﾊﾞｯﾊ:2重奏 

F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ：協奏的小品op.113-1 

他 

 

121.札幌音楽科協議会 

国際交流演奏会2017 

 

 

 

共 平成29年3月 札幌大谷大学大谷記念ﾎ

ｰﾙ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ：藤澤光

雄 

ﾌｧｺﾞｯﾄ：玉置直子 ﾎﾙﾝ:向畑華仁衣 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：ｿﾝ･ﾍﾞｸﾖﾝ ｳﾞｨｵﾗ：ｱﾝ･ﾖﾝｼﾞ

ｭ 

ﾁｪﾛ：ｷﾑ･ﾋｮﾝｼﾙ 

L.V.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：7重奏曲 他 

 

122.Kitaraきがるにオ

ーケストラ 

共 平成29年5月 札幌コンサートホール 

Kitara 

指揮 大植英次 

札幌交響楽団 

2stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者 

演奏曲目 

R.ｼｭﾄﾗｳｽ：ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗはかく語りきよ

り 

ｽﾄﾗｳﾞｨﾝｽｷｰ：バレエ組曲「火の鳥」 

他 

 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

123.札響シンフォニッ

クブラス2017 

共 平成29年5月 札幌コンサートホール 

Kitara 

指揮：山下一史 

吹奏楽2stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者 

演奏曲目 

P.ｽﾊﾟｰｸ：ｼﾞｭﾋﾞﾘｰ序曲 

2017年度吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲１～４ 

A. ﾘｰﾄﾞ：オセロ 

他 

 

124.第109回OKUI 

MIGAKUギャラリーコン

サート 

ピエロ！～ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ｸﾗ

ﾘﾈｯﾄ・ﾋﾟｱﾉで奏でる物語

～ 

共 平成29年9月 OKUI MIGAKU ギャラリ

ー 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：岩渕晴

子 

ﾋﾟｱﾉ：新堀聡子 

演奏曲目 

ﾐﾖｰ：組曲op.22 

ﾌﾞﾗｰﾑｽ：ｸﾗﾘﾈｯﾄｿﾅﾀ第1番op.120-1 

ﾏｽｸﾞﾚｲﾌﾞ：ﾋﾟｴﾛ 

 

125.アンサンブル、自由

自在。コンサート 

共 平成29年12月 SANNO AUDIUM ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 ﾋﾟｱﾉ：永原緑 

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：田村安紗美 ﾌｧｺﾞｯﾄ：石川

晃 

演奏曲目 

P.ｼｪﾌﾞﾁｯｸ：３つの夏の風景 

P.ﾋﾝﾃﾞﾐｯﾄ：ｸﾗﾘﾈｯﾄｿﾅﾀ 

R.ｼｭﾄﾗｳｽ：ｸﾗﾘﾈｯﾄとﾌｧｺﾞｯﾄの為の二

重協奏曲 

 

126.Sapporo:Bigvalley 

Festival 

「お気に召すままモー

ツァルト」Vol.2 

公開講座大作曲家の吹

奏楽 

共 平成29年12月 ふきのとうホール ・ピリオド楽器による演奏と講義 

・ﾓﾀﾞﾝｸﾗﾘﾈｯﾄによる演奏 

演奏曲目： 

ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ｸﾗﾘﾈｯﾄ協奏曲（ピリオド楽

器ﾊﾞｾｯﾄｸﾗﾘﾈｯﾄ使用） 

ﾓｰﾂｧﾙﾄ：管楽ｾﾚﾅｰﾄﾞ第12番 

    吹奏楽によるｵﾍﾟﾗ「魔笛」 

 

127.クラリネットアン

サンブル演奏会 

共 平成30年2月 札幌大谷大学大谷記念

ホール 

合奏指導、指揮、編曲を担当 

演奏曲目 

J.ｸﾚﾝｹﾞﾙ：ﾋｭﾑﾇｽ 他 

 

128.日本テレマン協会 

第252回定期演奏会 

 

共 平成30年6月 大阪市中央公会堂中集

会室 

ピリオド楽器による演奏 

指揮：延原武春  

ｵｰｹｽﾄﾗ：テレマン室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

ピリオド楽器使用 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者 

曲目 

F.シューベルト：交響曲7番「未完成」 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲7番 

 

129.日露交歓コンサー

ト2018 

共 平成30年9月 かでる2.7 かでるホー

ル 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

ピアノ：ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ﾁﾎﾟﾚｯﾀ、谷本聡子 

チェロ：ｷﾘﾙ ﾛﾃﾞｨﾝ 他 

演目：ｸﾞﾘﾝｶ：悲愴三重奏曲 他 

 

130.堀音創立70周年記

念演奏会 

共 平成30年12月 京都ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 指揮：佐渡裕 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者として参加 

曲目 

安田結衣子：ｲﾘﾃﾞｾﾝｽ 

L.vﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第9番 
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131.Clarinet Ensemble 

Sea-River 

 

 

 

 

共 2019年2月 京都市立京都堀川音楽

高等学校ホール 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸、日比野裕幸、中

村克己、村上てるみ、大成雅志、中

ヒデヒト、三木薫、島谷万寿実 

演目 

M.ｶｰﾃｨｽ：KLEZMER WEDDING 

A.ﾋﾟｱｿﾗ：タンゴ組曲 他 

 

132.第1回札幌大谷大学

クラリネットクワイヤ

ー 

共 2019年2月 札幌大谷大学大谷記念ﾎ

ｰﾙ 

指揮・ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：三瓶佳紀、井上幸子、黒岩

真美、札幌大谷大学ｸﾗﾘﾈｯﾄ専攻卒業

生及び在学生 

演目 

ｳｰﾙ：ﾃﾞｨﾍﾞﾙﾃｨﾒﾝﾄ 

P.ﾏｽｶｰﾆ：ｶｳﾞｧﾚﾘｱﾙｽﾃｨｶｰﾅより前奏曲

とｼﾁﾘｱｰﾅ 

福嶋和弘：てぃーちてぃーる 

真島俊夫：宝島 他 

 

133.テジョン市、札幌市

国際交流演奏会 

共 2019年3月 韓国 テジョン大学コ

ンサートホール 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

ﾌﾙｰﾄ：阿部博光、佐藤舞 

ｵｰﾎﾞｴ：岡本千里 

ﾌｧｺﾞｯﾄ：石黒玲 

ﾋﾟｱﾉ：谷本聡子、菊池玲子 

作曲：八木幸三 

他 

 

演目 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：街の歌 

F.ｼｭﾐｯﾄ：三重奏によるソナチネ 

他 

 

134.京都新祝祭管弦楽

団プラハ公演 

 

 

 

 

共 2019年3月 チェコ プラハ市民会

館スメタナホール 

指揮：湯浅篤史 

ｵｰｹｽﾄﾗ：京都新祝祭管弦楽団 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者及び講師として参加 

演目 

G.ﾏｰﾗｰ：交響曲第4番 

F.ﾘｽﾄ：ピアノ協奏曲第1番 

 

135.日本テレマン協会

第261回定期演奏会 

 

共 

 

2019年7月 大阪市中央公会堂中集

会室 

 

ピリオド楽器による演奏 

指揮：延原武春  

ｵｰｹｽﾄﾗ：テレマン室内ｵｰｹｽﾄﾗ 

ピリオド楽器使用 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者 

曲目 

A.ｻﾘｴﾘ：ｽﾍﾟｲﾝのﾗ・ﾌｫﾘｱによる26の

変奏曲 

 

136.音届けコンサート 共 2019年12月 佐呂間町町民センター ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸、橋本結衣、中井

美里他 

吹奏楽：北海道佐呂間高等学校吹奏

楽局 

曲目 

G.ｼﾞｪｲｺﾌﾞ：Scherzetto 

F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ：RosamundeよりEntr'acte 

no. 3（編曲 河野泰幸）他 

 

 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（演奏）     

137.日本テレマン協会

第261回定期演奏会 

 

共 2020年1月 大阪市中央公会堂中集

会室 

 

ピリオド楽器による演奏 

指揮：延原武春  

ｵｰｹｽﾄﾗ：テレマン室内オーケストラ 

ピリオド楽器使用 

1stｸﾗﾘﾈｯﾄ奏者 

曲目 

A.ｻﾘｴﾘ：歌劇「ﾌｧﾙﾑｸｰｻﾞのﾁｪｰｻﾞﾚ」

より序曲「海の嵐」「 

L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ：交響曲第6番Op.68

「田園」 

              交響曲第 5番 op.67

「運命」 

138.第２回札幌大谷大

学クラリネットクワイ

ヤー 

 

共 2020年2月 札幌大谷大学大谷記念ﾎ

ｰﾙ 

指揮・ｸﾗﾘﾈｯﾄ：河野泰幸 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ：三瓶佳紀、多賀登、黒岩真

美、札幌大谷大学ｸﾗﾘﾈｯﾄ専攻卒業生

及び在学生 

 

（その他）     

1.オーケストラ入門講座

2011 楽器編 第5回ｸﾗﾘ

ﾈｯﾄ～甘い音色のﾛﾏﾝﾃｨ

ｯｸな軽業師 

共 平成23年2月 大阪市立弁天町市民学

習ｾﾝﾀｰ 

ｸﾗﾘﾈｯﾄ講師：河野泰幸、滝沢誠友 

2.第3回ロマン楽器アン

サンブルコンサート 

 平成24年1月 ロマン楽器草津本店 アドバイザー 

3.クラリネットクリニック 共 平成24年3月 ロマン楽器草津本店 クラリネット講師 

 

4.管楽器ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟｸﾘﾆｯｸ 共 平成24年12月 

平成25年2月3

月 

ロマン楽器草津本店 クラリネット講師 

5.管楽器ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟｸﾘﾆｯｸ  平成26年10月、

12月 

ロマン楽器草津本店 クラリネット講師 

 

6.阪神淡路大震災復興

記念第18回ｱﾏﾁｭｱｿﾛ管楽

器ｺﾝｸｰﾙ 

 平成26年12月 神戸市立東灘区民セン

ター うはらホール 

審査員 

7.第 34 回北海道小学校

ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

第31回北海道ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃ

ｽﾄ 

共 平成27年9月 苫小牧市総合体育館 審査員 

8.ｸﾗﾘﾈｯﾄｷｬﾝﾌﾟ in 札幌

2015 

共 平成27年10月 芸森スタジオ ｸﾗﾘﾈｯﾄ講師 

9.第 5 回札幌大谷音楽ｺ

ﾝｸｰﾙ 

共 平成27年11月 札幌大谷大学大谷記念

ホール 

審査員 

10.阪神淡路大震災復興

記念第 19 回ｱﾏﾁｭｱｿﾛ管

楽器ｺﾝｸｰﾙ 

共 平成27年11月 神戸市立東灘区民セン

ター うはらホール 

審査員 

11.HBC 子供音楽ｺﾝｸｰﾙ

北海道ﾌﾞﾛｯｸ審査会 

共 平成27年12月 HBCラジオ局 審査員 

12.第 52 回北海道管楽

器個人コンクール 

第 47 回北海道アンサン

ブルコンクール 

共 平成28年2月 北広島市芸術文化ホー

ル(花ホール) 

審査員 

13.第 61 回日胆地区吹

奏楽ｺﾝｸｰﾙ 

共 平成28年7月 苫小牧市民会館 審査員 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（その他）     

14.第61回空知地区吹奏

楽ｺﾝｸｰﾙ 

共 平成28年8月 岩見沢市民会館 審査員 

15.ｸﾗﾘﾈｯﾄｷｬﾝﾌﾟ in 札幌

2016 

共 平成28年8月 芸森スタジオ ｸﾗﾘﾈｯﾄ講師 

16.第 35 回北海道小学

校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

第 32 会いﾎｯｶｲﾄﾞｳﾏｰﾁﾝ

ｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 

共 平成28年9月 苫小牧市総合体育館 審査員 

17.第 6 回札幌大谷音楽

ｺﾝｸｰﾙ 

共 平成28年11月 札幌大谷大学大谷記念

ホール 

審査員 

18.HBC 子供音楽ｺﾝｸｰﾙ

北海道ﾌﾞﾛｯｸ審査会 

共 平成28年12月 北海道放送6階ラジオ第

1スタジオ 

審査員 

 

 

19.第 36 回名寄地区個

人･アンサンブルコンク

ール 

共 平成29年1月 美深町文化会館COM100 審査員 

20.ｸﾗﾘﾈｯﾄｷｬﾝﾌﾟ in 札幌

2017 

共 平成29年8月 芸森スタジオ ｸﾗﾘﾈｯﾄ講師 

 

21.第 36 回北海道小学

校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

第33会いﾎｯｶｲﾄﾞｳﾏｰﾁﾝｸﾞ

ｺﾝﾃｽﾄ 

共 平成29年9月 苫小牧市総合体育館 審査員 

22.平成 29 年度札幌市

民芸術祭 新人音楽会 

出演者オーディション 

共 平成29年9月 札幌市教育文化会館 審査員 

23.平成 29 年度札幌市

民芸術祭 新人音楽会 

 

共 平成29年11月 札幌市教育文化会館 審査員 

24.第７回札幌大谷音楽

ｺﾝｸｰﾙ 

共 平成29年11月 札幌大谷大学大谷記念

ホール 

審査員 

25.第 49 回北海道アン

サンブルコンクール札

幌地区大会 

 

共 平成30年1月 札幌市教育文化会館 審査員 

26.大空町青少年バンド

クリニック 

共 平成30年8月 大空町教育文化会館 講師・指揮 

27.第 63 回日胆地区吹

奏楽ｺﾝｸｰﾙ 

 

共 平成30年8月 苫小牧市民会館 審査員 

28.ｸﾗﾘﾈｯﾄｷｬﾝﾌﾟ in 札幌

2018 

 

共 平成30年8月 芸森スタジオ ｸﾗﾘﾈｯﾄ講師 

 

29.第７回札幌大谷音楽

ｺﾝｸｰﾙ 

 

共 平成30年10月 札幌大谷大学大谷記念

ホール 

審査員 

30.平成 30 年度札幌市

民芸術祭 新人音楽会 

共 平成30年11月 札幌市教育文化会館 審査員 

31.第 41 回 空知地区

管楽個人・アンサンブル

コンクール 

共 2019年1月 岩見沢市民会館 審査員 

 

32.第 38 回名寄地区個

人･アンサンブルコンク

ール 

 

共 2019年1月 美深町文化会館COM100 審査員 
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概      要 

（その他）     

33.ｸﾗﾘﾈｯﾄｷｬﾝﾌﾟ in 札幌

2019 

 

 

共 2019年8月 芸森スタジオ ｸﾗﾘﾈｯﾄ講師 

34.第 39 回名寄地区個

人･アンサンブルコンク

ール 

 

共 2020年1月 美深町文化会館COM100 審査員 

 

 

 

35.第 42 回北見地区管

楽器個人・アンサンブル

コンクール 

共 2020年1月 北見市民会館大ホール 審査員 

 

 

 

 


