
 

教 育 研 究 業 績 書 

                                       ２０２０年 ５月 １日 

                              氏名   岡 本 孝 慈  

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド  
１．ピアノ演奏研究 １)ピアノ独奏演奏解釈 

２．ピアノ伴奏研究 １)声楽、器楽との共演方法の研究 

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)「ピアノ演奏研究、ピアノ伴奏研究」

の学生教育指導 

 

平成7年4月 

～現在 

 

･ピアノ演奏研究 

個人レッスン形式による演習。バロックから近現代に至る時代

様式から独奏から協奏曲など幅広いスタイルのピアノ演奏法

を学ぶ。 

･ピアノ伴奏研究 

ピアノ独奏とは異なる伴奏(共演)のための様々な技術を学ぶ。 

２ 作成した教科書，教材 

 

 ･ピアノ演奏実技試験の課題曲 

･学生が任意に選んだ作品 

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 

  

 

①音楽教室特別講師 平成6年3月

～平成13年6

月 

ヤマハミュージック北海道札幌店 

年8回程度 

②ヤング･ピアニスト･コンペティショ

ン審査員 

平成7年7月

～現在 

 

(社)PTNA（ピティナ：全日本ピアノ指導者協会） 

会場 札幌市内・旭川市内 他 

年1～2回程度 

③旭川市新人音楽会オーディション審

査員 

平成13年7月 

 

クリスタルホール 

④HIMESコンクール審査員 平成14年4月 

平成17年4月 

札幌生涯学習センターちえりあホール 

⑤音楽教室特別講師 平成15年8月 

～現在 

㈱エルム楽器 月4回程度 

⑥札幌市民芸術祭新人音楽会審査員 平成15年9月 

平成16年9月 

平成19年9月 

平成21年9月 

平成22年9月 

平成 26年 9

月 

平成 27年 9

月 

2020年9月 

札幌市民芸術祭新人音楽会実行委員会 

⑦ＪＰＴＡピアノ・オーディション審

査員 

平成18年11

月 

～現在 

ＪＰＴＡ(日本ピアノ教育連盟)  

会場 札幌市内 年１回程度 

⑧札幌コンサートホールKitara企画専

門委員 

平成20年8月 

～平成22年 

札幌市芸術文化財団 

⑨滝川音楽祭審査員 平成24年4月 

2019年4月 

 

滝川市音楽家協会 

 



 

事      項 年月日 概      要 

⑩日本演奏連盟新進演奏家育成プロジ

ェクトリサイタルシリーズ審査員 

 

平成27年6月

～ 
 

⑪市立宮の森小学校父母と先生の会

(ＰＴＡ)会長 

平成21年4月 

～平成25年4

月 

 

 

⑫宮の森音楽祭実行委員長 平成25年4月 

～現在 

 

市立宮の森小学校 

宮の森大倉山連合町内会 

⑬札幌札幌市民芸術祭実行委員会市民

劇場委員 

 

2020年4月 札幌市民芸術祭新人音楽会実行委員会 

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 平成元年 3

月 

平成 5年3

月 

中学校教論一級普通免許状（音楽）並びに高等学校教論二級普通免許状（音楽） 

中学校教論専修免許状（音楽）並びに高等学校教論専修免許状（音楽） 

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 

(論文)     

１．マックス・レーガー 

「生涯と作品」 

（修士論文） 

単 平成5年2月 東京藝術大学大学院音

楽研究科修士論文及び

修了実技試験公開演奏

会 

 

レーガー作曲「小品集」，「バッハの

主題による変奏曲とフーガ」 

(演奏会)     

１.東京藝術大学音楽学

部卒業演奏会 

 

単 平成元年4月 

 

虎ノ門ホール ショパン作曲｢バラード第４番｣ 

２.埼玉フィルハーモニ

ー管弦楽団第 19 回定

期演奏会 

単 平成元年12

月 

 

埼玉県民文化会館大ホ

ール 

モーツァルト作曲｢ピアノ協奏曲第

24番｣ 

指揮 和田朋樹 

ピアノ  岡本孝慈 

埼玉フィルハーモニー管弦楽団 

 

３.ソロ・リサイタル 単 平成5年3月 

 

松戸市民劇場 ベートーヴェン作曲「ソナタ テン

ペスト」 

ブラームス作曲「小品集」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

４.リザ･ネースリング、

岡本孝慈チェロ&ピア

ノの夕べ 

共 平成5年6月 

 

ドイツ  バット＝ピル

モント劇場 

ドビュッシー作曲「チェロ・ソナタ」 

ブラームス作曲「チェロ・ソナタ」

他 

チェロ リザ・ネースリング 

ピアノ 岡本孝慈 

 

 



 

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 

(演奏会)     

５.クラウディア･レン

ツ、岡本孝慈ヴァイオ

リン&ピアノデュオ演

奏会 

共 平成5年8月 

 

ドイツ  キール音楽高

校 

フォーレ作曲「ヴァイオリン・ソナ

タ」 

ブラームス作曲「ヴァイオリン・ソ

ナタ」他 

チェロ クラウディア・レンツ 

ピアノ 岡本孝慈 

 

６.ソロ・リサイタル 単 平成6年2月 

 

ドイツ バッド＝オェ

ンハウゼン 

バンデル・ホール 

ハイドン作曲「ソナタ ハ長調」 

ブラームス作曲「ソナタ ヘ短調」

他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

７.ソロ・リサイタル 

(奏楽堂デビューコン

サートシリーズ) 

単 平成6年3月 

 

台東区芸術歴史協会主

催 

東京上野奏楽堂 

ハイドン作曲「ソナタ ハ長調」 

ブラームス作曲「ソナタ ヘ短調」

他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

８.岡本孝慈・恵里ピア

ノ・ジョイント・リサ

イタル 

共 平成6年3月 

 

札幌教育文化会館小ホ

ール 

ベルク作曲「ソナタ」 

リスト作曲「変奏曲」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

９.セバスチャン・タイ

レ，岡本孝慈クラリネ

ット＆ピアノリサイタ

ル 

共 平成6年6月 

 

ドイツ バンベルク ブラームス作曲「クラリネット・ソ

ナタ」他 

クラリネット セバスチャン・タイ

レ， 

ピアノ 岡本孝慈 

 

10.岡本孝慈・恵里ピア

ノ・ジョイント・リサ

イタル 

共 平成7年5月 

 

松戸市民劇場 ショパン作曲「バラード第３番」，

「スケルツォ第４番」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

11.ソロ・リサイタル 単 平成7年7月 

 

東京上野奏楽堂 ベートーヴェン作曲「ソナタ 葬

送」 

リスト作曲「ソナタ」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

12.札幌大谷短期大学音

楽科定期演奏会 

共 平成7年11月 

 

札幌大谷短期大学主催 

札幌市民会館 

レーガー作曲「小品集」 

ブラームス作曲「パガニーニ変奏

曲」 

ピアノ 岡本孝慈 

 

13.「柴生田桂子とデト

モルト音楽院の仲間た

ち」室内演奏会 

共 平成7年12月 

 

仙台イズミティ21 クライスラー作曲「小品集」他 

ヴァイオリン 柴生田桂子 

クラリネット 齋籐静香 

ピアノ 岡本孝慈 

チェロ 渡辺辰紀 

14.「柴生田桂子とデト

モルト音楽院の仲間た

ち」室内演奏会 

共 平成7年12月 

 

石巻文化会館 クライスラー作曲「小品集」他 

ヴァイオリン 柴生田桂子 

クラリネット 齋籐静香 

ピアノ 岡本孝慈 

チェロ 渡辺辰紀 

15.「岡本孝慈とデトモ

ルト音楽院の仲間た

ち」室内演奏会 

共 平成7年12月 

 

東京カザルスホール ヒンデミット作曲「クラリネット･

ソナタ」他 

ヴァイオリン 柴生田桂子 

クラリネット 齋籐静香 

ピアノ 岡本孝慈 

チェロ 渡辺辰紀 

 



 

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 

(演奏会)     

16.コンサート・コンコ

ルデ「男たちでたどる

ブラームスの夕べ」 

共 平成8年11月 

 

札幌音楽家協議会主催 

札幌サンプラザホール 

ブラームス作曲「狂詩曲」，「パガニー

ニ変奏曲」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

17.リザ・ネースリン

グ，岡本孝慈チェロ＆

ピアノの夕べ 

共 平成8年1月 

 

ドイツ オイティーン 

ウェーバー学校 

ドビュッシー作曲「チェロ・ソナタ」 

ブラームス作曲「チェロ・ソナタ」他 

チェロ リザ・ネースリング 

ピアノ 岡本孝慈 

 

18.リザ・ネースリン

グ，岡本孝慈チェロ＆

ピアノの夕べ 

共 平成8年1月 

 

ドイツ バッド＝オェ

ンハウゼン 

バンデル・ホール 

ドビュッシー作曲「チェロ・ソナタ」 

ブラームス作曲「チェロ・ソナタ」他 

チェロ リザ・ネースリング 

ピアノ 岡本孝慈 

 

19.リザ・ネースリン

グ，岡本孝慈チェロ＆

ピアノの夕べ 

共 平成8年2月 

 

ドイツ ブレーメン ドビュッシー作曲「チェロ・ソナタ」 

ブラームス作曲「チェロ・ソナタ」他 

チェロ リザ・ネースリング 

ピアノ 岡本孝慈 

 

20.岡本孝慈・潤也ピア

ノ＆ヴィオラデュオリ

サイタル 

共 平成8年4月 

 

ライフポートとよはし ベートーヴェン作曲「ピアノ･ソナタ 

月光」他 

ピアノ 岡本孝慈 

ヴィオラ 岡本潤也 

 

21.真弓基教トロンボー

ン・リサイタル 

共 平成8年5月 

 

札幌大谷記念ホール ラインベルガー作曲「トロンボーン

協奏曲」他 

トロンボーン 真弓基教 

ピアノ 岡本孝慈 

 

22.ソロ・リサイタル 単 平成8年6月 

 

札幌大谷記念ホール ベートーヴェン作曲「ピアノ・ソナタ 

テンペスト」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

23.ソロ・リサイタル 単 平成8年7月 

 

ライフポートとよはし ベートーヴェン作曲「ピアノ・ソナタ 

テンペスト」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

24.柴生田桂子・岡本孝

慈ヴァイオリン＆ピア

ノデュオリサイタル 

共 平成8年7月 

 

仙台イズミティ21 ブラームス作曲「ヴァイオリン・ソナ

タ」他 

ヴァイオリン 柴生田桂子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

25.柴生田桂子・岡本孝

慈ヴァイオリン＆ピア

ノデュオリサイタル 

共 平成8年8月 

 

東京津田ホール ベートーヴェン作曲「スプリング・ソ

ナタ」他 

ヴァイオリン 柴生田桂子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

26.岡本孝慈・潤也ピア

ノ＆ヴィオラデュオリ

サイタル 

共 平成8年9月 

 

松戸市民劇場 ベートーヴェン作曲「ピアノ･ソナタ 

月光」他 

ピアノ 岡本孝慈 

ヴィオラ 岡本潤也 

 

27.ピアノ・ジョイン

ト・コンサート 

共 平成8年12月 

 

札幌大谷記念ホール リスト作曲「ピアノ・ソナタ ロ短

調」他 

ピアノ 大川直美，江田ゆかり，岡本

孝慈 

 

  



 

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 

(演奏会)     

28.ミニ・リサイタル 共 平成9年1月 

 

北海道立三岸好太郎美

術館 

ベートーヴェン作曲「ピアノ･ソナタ 

月光」他 

ヴァイオリン 坂本恵理 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

29.西区フェスタ「真冬

のクラシック」 

単 

 

平成9年2月 

 

札幌ことにパトス ショパン作曲「バラード第４番」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

30.ドイツ歌曲の夕べ 共 

 

平成9年2月 

 

北海道二期会主催 

札幌ルーテルホール 

シューマン作曲「６つの歌曲とレク

イエム」 

メゾソプラノ 荒木栄子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

31.市民ロビーコンサー 

 ト 

単 

 

平成9年2月 

 

札幌市役所 ショパン作曲「バラード第４番」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

32.ソロ・リサイタル 単 

 

平成9年4月 

 

札幌大谷記念ホール シューベルト作曲「ソナタ変ホ長調」 

ベートーヴェン作曲「ピアノ･ソナタ 

月光」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

33.ソロ・リサイタル 単 

 

平成9年4月 

 

東京津田ホール シューベルト作曲「ソナタ変ホ長調」 

ベートーヴェン作曲「ピアノ･ソナタ 

月光」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

34.吉川順子ソプラノ・

リサイタル「中田喜直

作品の夕べ 

共 平成9年6月 

 

札幌サンプラザホール 中田喜直作品：歌曲，童謡 

ピアノ・お話 中田喜直 

ソプラノ 吉川順子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

35.北日本ピアノ・ジョ

イント・リサイタル 

共 平成9年7月 

 

北海道・東北文化団体協

議会主催 

秋田アトリオン 

ブラームス作曲「パガニーニ変奏曲」

他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

36.カワイ・コンサート 共 平成9年9月 

 

KAWAI楽器主催 

札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

レーガー作曲「バッハの主題による

変奏曲とフーガ」他 

ピアノ 大川直美，岡本孝慈，山下由

莉子 

 

37.三善晃，シューベル

ト歌曲レクチャーコン

サート 

共 平成9年11月 

 

Kitara主催 

札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

シューベルト作曲「美しき水車小屋

の娘」他 

お話  三善晃 

バリトン 則竹正人，野田廣志 

ピアノ 岡本孝慈 

 

38.本田園子・桑野敏明

ジョイントコンサート 

共 平成9年11月 

 

札幌サンプラザホール フォーレ作曲「歌曲」他 

ソプラノ 本田園子 

テノール 桑野敏明 

伴奏 岡本孝慈 

 

39.「柴生田桂子とデト

モルト音楽院の仲間た

ち」室内演奏会 

共 平成10年5月 

 

仙台青年文化会館 ブラームス作曲「クラリネット三重

奏曲」他 

ヴァイオリン 柴生田桂子 

クラリネット 齋籐静香 

ピアノ 岡本孝慈 

チェロ イムレ・カルマン 

  



 

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 

(演奏会)     

40.「岡本孝慈とデトモ

ルト音楽院の仲間た

ち」室内演奏会 

共 平成10年5月 

 

札幌コンサートホール

Kitara 

ブラームス作曲「クラリネット三重

奏曲」 

レーガー作曲｢クラリネット･ソナタ

第１番」他 

ヴァイオリン 柴生田桂子 

クラリネット 齋籐静香 

ピアノ 岡本孝慈 

チェロ イムレ・カルマン 

 

41.「岡本孝慈とデトモ

ルト音楽院の仲間た

ち」室内演奏会 

共 平成10年5月 

 

東京浜離宮朝日ホール ブラームス作曲「クラリネット三重

奏曲」 

レーガー作曲｢クラリネット･ソナタ

第１番」他 

ヴァイオリン 柴生田桂子 

クラリネット 齋籐静香 

ピアノ 岡本孝慈 

チェロ イムレ・カルマン 

 

42.「岡本孝慈とデトモ

ルト音楽院の仲間た

ち」室内演奏会 

共 平成10年5月 

 

愛知県小坂井町フロイ

デンホール 

ブラームス作曲「クラリネット三重

奏曲」 

レーガー作曲｢クラリネット･ソナタ

第１番」他 

ヴァイオリン 柴生田桂子 

クラリネット 齋籐静香 

ピアノ 岡本孝慈 

チェロ イムレ・カルマン 

 

43.乳井章子ソプラノ・

リサイタル 

共 平成10年6月 

 

札幌ルーテルホール メンデルスゾーン作曲「歌曲」他 

ソプラノ 乳井章子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

44.横田賢司クラリネッ

ト・リサイタル 

共 平成10年9月 

 

東京浜離宮朝日ホール ヒンデミット作曲「クラリネット･ソ

ナタ」他 

クラリネット 横田賢司 

ピアノ 岡本孝慈 

 

45.村井祐児クラリネッ

ト・リサイタル 

共 平成10年10月 

 

Kitara主催 

札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

プーランク作曲「クラリネット・ソナ

タ」他 

クラリネット 村井祐児 

ピアノ 岡本孝慈 

 

46.クリスマスコンサー 

 ト 

共 平成10年12月 

 

札幌北星学園大学チャ

ペル 

ブラームス作曲「クラリネット三重

奏曲」他 

クラリネット 渡辺大三郎 

チェロ 桜庭茂樹 

ピアノ 岡本孝慈 

ヴァイオリン 大平まゆみ 

 

47.伊藤亮太郎，岡本孝

慈ヴァイオリン＆ピア

ノデュオリサイタル 

共 平成11年1月 

 

スーダン日本大使館主

催 

スーダン ハルツーム 

フレンドシップホール 

ドビュッシー作曲「ヴァイオリン・ソ

ナタ」 

ベートーヴェン作曲「ピアノ・ソナタ 

テンペスト」他 

ヴァイオリン 伊藤亮太郎 

ピアノ 岡本孝慈 
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48.伊藤亮太郎，岡本孝

慈ヴァイオリン＆ピア

ノデュオリサイタル 

共 平成11年1月 

 

ガーナ日本大使館主催 

ガーナ アクラ 国立

劇場 

ドビュッシー作曲「ヴァイオリン・ソ

ナタ」 

ベートーヴェン作曲「ピアノ・ソナタ 

テンペスト」他 

ヴァイオリン 伊藤亮太郎 

ピアノ 岡本孝慈 

 

49.ソロ・リサイタル 単 平成11年4月 

 

札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

リスト作曲「２つの伝説」 

ベートーヴェン作曲「ソナタ 熱情」

他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

50.ソロ・リサイタル 単 平成11年4月 東京津田ホール リスト作曲「２つの伝説」 

ベートーヴェン作曲「ソナタ 熱情」

他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

51.岡本孝慈・潤也ピア

ノ＆ヴィオラデュオリ

サイタル Vol.2 

共 平成11年7月 松戸市民劇場 ヴュ－タン作曲 ヴィオラ・ソナタ 

他 

ヴァイオリン 植田しづか 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 

 

52.岡嶋晋ヴァイオリン･

リサイタル「夜会」 

共 平成11年11月 札幌パーム･ホール ベートーヴェン作曲｢クロイツェル･

ソナタ｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 

ピアノ  岡本孝慈 

 

53.フィンランドの風 共 平成11年11月 札幌サンプラザホール メリカント作曲｢歌曲｣ 

アルト  東園巳   

ピアノ  岡本孝慈 

 

54.道民芸術祭中央祭音

楽祭 

共 平成11年12月 教育文化会館小ホール シューベルト作曲｢歌曲｣ 

ソプラノ  吉川順子   

ピアノ  岡本孝慈 

 

55.アンサンブル･リウス

室内楽演奏会 

共 平成12年3月 札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

ドヴォルザーク作曲｢ピアノ五重奏

曲｣他 

ヴァイオリン  佐藤ひろみ 

チェロ  桜庭茂樹 

ピアノ  岡本孝慈 

 

56.岡本孝慈・潤也ピア

ノ＆ヴィオラデュオリ

サイタル Vol.3 

共 平成12年11月 松戸市民劇場 シューマン作曲 ｢ピアノ五重奏曲｣

他 

ヴァイオリン 上原千穂､ 瓜生愛 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

57.｢ピアノを美しく鳴ら

すために｣ 

単 平成13年2月 ヤマハミュージック北

海道函館店主催 

旭川市木造館 

ベートーヴェン作曲 ｢ソナタ 月光｣ 

ショパン作曲「スケルツォ第2番」他 

講師  降矢 透 

ピアノ 岡本孝慈 

 

58.ソロ・リサイタル 

 

単 平成13年5月 札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

ヒンデミット作曲「ソナタ第3番」 

レーガー作曲「バッハの主題による

変奏曲とフーガ」他 

ピアノ 岡本孝慈 
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59.ソロ・リサイタル 

 

単 平成13年5月 東京津田ホール ヒンデミット作曲「ソナタ第3番」 

レーガー作曲「バッハの主題による

変奏曲とフーガ」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

60.アンサンブル･リウス

室内楽演奏会 

共 平成13年7月 様似中央公民館文化ホ

ール 

メンデルスゾーン作曲｢ピアノ三重

奏曲｣他 

ヴァイオリン  佐藤ひろみ 

チェロ  桜庭茂樹 

ピアノ  岡本孝慈 

 

61.札幌音楽家協議会創

立40周年記念演奏会

「コンサ－ト･コンコ

ルデ」 

共 平成13年11月 札幌音楽家協議会主催 

札幌市教育文化会館:大

ホール 

ラフマニノフ作曲｢２台のピアノの

ための組曲｣ 

ピアノ  岡本孝慈、大川直美 

 

62.アンサンブル･リウス

室内楽演奏会 

共 平成13年12月 海猫屋:小樽 クライスラー作曲｢愛の悲しみ｣他 

ヴァイオリン  佐藤ひろみ 

ピアノ  岡本孝慈 

 

63.工藤篤子ソプラノ･リ

サイタル 

共 平成14年3月 Kitara主催 

札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

シューマン作曲「レクイエム」他 

ソプラノ 工藤篤子 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

64.札幌大谷短期大学フ

レッシュコンサート 

共 平成14年5月 札幌大谷短期大学主催 

函館市芸術ホール「ハー

モニー五稜郭」 

 

ベートーヴェン作曲「月光」 

ピアノ 岡本孝慈 他 

65.岡本孝慈・潤也ピア

ノ＆ヴィオラデュオリ

サイタル Vol.4 

共 平成14年10月 松戸市森のホール21小

ホール 

多田栄一作曲「ピアノ･ソナタ」他 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

66.札幌大谷短期大学講

師コンサート 

共 平成14年10月 札幌大谷短期大学音楽

科主催 

札幌大谷記念ホール 

ヴォルフ作曲「歌曲」 

ソプラノ 吉川順子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

67.鈴木佐英子フルート･

リサイタル 

共 平成14年11月 柏アミュゼ J.S.バッハ作曲「フルート･ソナタ」

他 

フルート 鈴木佐英子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

68.札幌大谷短期大学講

師コンサート 

共 平成14年12月 札幌大谷短期大学音楽

科主催 

札幌大谷記念ホール 

シューベルト作曲 歌曲「ます」、他 

メゾソプラノ 荒木栄子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

69.札幌大谷短期大学講

師コンサート 

単 平成15年1月 札幌大谷短期大学音楽

科主催 

札幌大谷記念ホール 

 

ショパン作曲 ｢バラード｣全4曲 

ピアノ 岡本孝慈 

70.岡嶋晋ヴァイオリン･

リサイタル「夜会」

Vol.11 

共 平成15年6月 渡辺淳一文学館 ブラームス作曲｢ヴァイオリン･ソナ

タ第３番｣ 

ヴァイオリン 岡嶋 晋 

ピアノ 岡本孝慈 

 

71.朗読コンサート｢ぼく

の村はどこ？｣ 

共 平成15年6月 新宿区四ッ谷区民会館 ショパン作曲 「練習曲」、他 

俳優 竹脇無我 

ピアノ 岡本孝慈 他 
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72.吉川順子ソプラノ･リ

サイタル 

共 平成15年6月 札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

ヴォルフ作曲 「歌曲」 

ソプラノ 吉川順子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

73.ＮＨＫ-ＦＭリサイタ 

 ル 

共 平成15年7月 ＮＨＫ放送センター:東

京 

モーツァルト作曲 ｢ファゴット協

奏曲｣､他 

ファゴット 馬込勇 

ピアノ 岡本孝慈 

 

74.札幌大谷短期大学講

師コンサート 

共 平成15年9月 札幌大谷短期大学音楽

科主催 

札幌大谷記念ホール 

R.シュトラウス作曲 ｢フルート･ソ

ナタ｣ 

フルート 阿部博光 

ピアノ 岡本孝慈 

 

75.札幌大谷短期大学講

師コンサート 

共 平成15年12月 札幌大谷短期大学音楽

科主催 

札幌大谷記念ホール 

ギーゼキング作曲 ｢フルート･ソナ

チネ｣ 

フルート 新井まどか 

ピアノ 岡本孝慈 

 

76.「コンサ－ト･コンコ

ルデ」 

共 平成15年12月 札幌音楽家協議会主催 

札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

 

シューマン作曲｢謝肉祭｣ 

ピアノ  岡本孝慈、他 

77.｢ムジカ･レガーロ｣演

奏会 

共 平成16年2月 松戸市森のホール21小

ホール 

ブラームス作曲「ピアノ五重奏曲」他 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

78.村井祐児クラリネッ

ト・リサイタル 

共 平成16年3月 Kitara主催 

札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

モーツァルト作曲「ソナタ」他 

クラリネット 村井祐児 

ピアノ 岡本孝慈 

 

79.岡嶋晋ヴァイオリン･

リサイタル「夜会」

Vol.12 

共 平成16年4月 渡辺淳一文学館 R.シュトラウス作曲｢ヴァイオリン･

ソナタ｣他 

ヴァイオリン 岡嶋 晋 

ピアノ 岡本孝慈 

 

80.平野則子･岡本孝慈ジ

ョイント･リサイタル 

共 平成16年4月 ミューズコンサート札

幌･アマービレ共催 

渡辺淳一文学館 

プーランク作曲｢人間の声｣他 

ソプラノ 平野則子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

81.岡本孝慈・恵里デュ

オリサイタル 

共 平成16年5月 札幌市民劇場協賛事業 

札幌大谷記念ホール 

ドビュッシー作曲「白と黒」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

82.岡本孝慈・潤也ピア

ノ＆ヴィオラデュオリ

サイタル 

共 平成16年6月 ピノキオホール 

鹿沼市（有）西村製材所 

ブラームス作曲「ヴィオラ･ソナタ第

１番」他 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

83.岡本孝慈・潤也ピア

ノ＆ヴィオラデュオリ

サイタル 

共 平成16年6月 サロンド･グランパ 

市川市㈱グランパ 

ブラームス作曲「ヴィオラ･ソナタ第

１番」他 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

84.札幌大谷短期大学フ

レッシュコンサート 

共 平成16年6月 札幌大谷短期大学主催 

北見芸術文化ホール 

大練習室 

シューベルト作曲 歌曲「ます」、他 

ソプラノ 吉川順子 

ピアノ 岡本孝慈 
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85.菅野まゆみ演奏会 共 平成16年11月 屈斜路湖プリンスホテ

ル 

サン＝サーンス作曲「序奏とロンド･

カプリチオーソ」他 

ヴァイオリン 菅野まゆみ 

ピアノ 岡本孝慈 

 

86.Kitaraのウィンター

コンサート「オペラか

らの贈り物」 

共 平成17年1月 Kitara主催 

札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

ドニゼッティ作曲歌劇「アンナ･ボレ

ーナ」他 

ソプラノ 山田レイ 

ピアノ 岡本孝慈 

 

87.岡本孝慈ピアノコン

サート 

単 平成17年2月 ㈱エルムため楽器主催 

ヤマハ札幌店 

ショパン作曲「ソナタ」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

88.｢ミューズの森から｣ 共 平成17年3月 ミューズコンサート札

幌･アマービレ共催 

渡辺淳一文学館 

 

ショパン作曲「ソナタ」他 

ピアノ 岡本孝慈、他 

89.菅野まゆみ演奏会 共 平成17年5月 札幌パークホテル サラサーテ作曲「チゴイネルワイゼ

ン」他 

ヴァイオリン 菅野まゆみ 

ピアノ 岡本孝慈 

 

90.フーゴー・ヴォルフ

の夕べ 

共 平成17年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

ヴォルフ作曲「少年とみつばち」、他 

ソプラノ 大熊麻友美 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

91.ソロ・リサイタル 単 

 

平成17年6月 札幌サンプラザホール ショパン作曲「ソナタ ロ短調」 

ブラームス作曲「小品集」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

92.ソロ・リサイタル 単 

 

平成17年6月 東京浜離宮朝日ホール ショパン作曲「ソナタ ロ短調」 

ブラームス作曲「小品集」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

93.平野則子･岡本孝慈ジ

ョイント･リサイタル 

共 平成17年7月 ミューズコンサート札

幌･アマービレ共催 

渡辺淳一文学館 

ドビュッシー作曲｢ビリティスの歌｣

他 

ソプラノ 平野則子 

ピアノ 岡本孝慈 

フルート 蠣崎路子 

ピアノ 岡本恵里 

 

94.チャーターナイト37

周年記念コンサート 

単 

 

平成17年9月 札幌京王プラザホテル 

もいわライオンズクラ

ブ主催 

ショパン作曲「幻想即興曲」 

ベートーヴェン作曲「月光ソナタ」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

95.アントニオ・クヮル

テット＆岡本孝慈ジョ

イントコンサート 

 

共 平成17年10月 松戸森のホール21小ホ

ール 

ベートーヴェン作曲「月光ソナタ」 

96.クリストフ･倫･ドル

ゲ、岡本孝慈ジョイン

トリサイタル 

共 平成17年10月 渡辺淳一文学館 フランク「ヴァイオリン･ソナタ」、他 

ヴァイオリン クリストフ･倫･ドル

ゲ 

ピアノ 岡本孝慈 
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97.クリストフ･倫･ドル

ゲ演奏会 

共 平成17年10月 グランドホテル･ニュー

王子：苫小牧 

フランク「ヴァイオリン･ソナタ」、他 

ヴァイオリン クリストフ･倫･ドル

ゲ 

ピアノ 岡本孝慈 

苫小牧市民管弦楽団 

 

98.岡嶋晋ヴァイオリン･

リサイタル「夜会」

Vol.13 

共 平成17年11月 渡辺淳一文学館 サン＝サーンス作曲｢ヴァイオリン･

ソナタ｣他 

ヴァイオリン 岡嶋 晋 

ピアノ 岡本孝慈 

 

99.｢ミューズの森から｣ 共 平成17年11月 ミューズコンサート札

幌･アマービレ共催 

渡辺淳一文学館 

ブラームス作曲「スケルツォ」、他 

ヴィオラ 滝本沙代 

ピアノ 岡本孝慈、他 

 

100.岡本恵里ピアノ・ソ

ロ・リサイタル 

共 平成17年11月 札幌時計台ホール ドビュッシー作曲「６つの古代碑

銘」、他 

ピアノ 岡本恵里、岡本孝慈 

 

101.フーゴー・ヴォルフ

協会例会 

共 平成17年12月 札幌生涯学習センター

ちえりあ 

シューベルト作曲「魔王」、他 

ソプラノ 松田久美 

ピアノ 岡本孝慈 

 

102.ムジカ・レガーロ演

奏会 
共 平成17年12月 松戸矢切公民館 マスネ作曲「タイスの瞑想曲」、他 

ヴァイオリン 野原圭子 

ヴィオラ 岡本潤也 

フルート 鈴木佐英子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

103.ムジカ・レガーロ演

奏会 
共 平成17年12月 真宗大谷派西蓮寺 クライスラー作曲「愛の悲しみ」、他 

ヴァイオリン 野原圭子 

ヴィオラ 岡本潤也 

フルート 鈴木佐英子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

104.ムジカ・レガーロ演

奏会 
共 平成17年12月 ピノキオホール 

鹿沼市（有）西村製材所

主催 

J.C.バッハ作曲「ヴィオラ協奏曲」他 

ヴァイオリン 野原圭子 

ヴィオラ 岡本潤也 

フルート 鈴木佐英子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

105.エルム･ニューイヤ

ーコンサート「真冬の

語らい」 

単 平成18年1月  

㈱エルム楽器主催 

ショパン作曲「4つのバラード」 

ピアノ 岡本孝慈 

司会 下家加世子 

 

106.新松戸ムジカント 単 平成18年2月 松戸森のホール21小ホ

ール 

モーツァルト作曲「ピアノ協奏曲第

12番」 

ピアノ 岡本孝慈 

新松戸ストリングアンサンブル 

 

107.小玉もな・岡本孝慈

ジョイントリサイタル 

共 平成18年3月 松戸森のホール21小ホ

ール 

R.シュトラウス作曲「ヴァイオリン･

ソナタ」、他 

ヴァイオリン 小玉もな 

ピアノ 岡本孝慈 
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108.フーゴー・ヴォルフ

の夕べ 

共 平成18年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

ヴォルフ作曲「竪琴弾き」、他 

バリトン 川村英司 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

109.ムジカ・レガーロ演

奏会 

共 平成18年6月 松戸森のホール21小ホ

ール 

メンデルスゾーン作曲「ピアノ三重

奏曲」他 

ヴァイオリン 岩本和子 

チェロ 上石真紀子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

110.㈱エルム楽器千歳支

店オープン記念 岡本

孝慈サロンコンサート 

単 平成18年9月 ㈱エルム楽器千歳支店 

サロン 

ベートーヴェン作曲「月光、悲愴のソ

ナタ」 

ピアノ 岡本孝慈 

 

111.岡本孝慈・恵里デュ

オリサイタル 

共 平成18年10月 第1140回札幌市民劇場 

札幌サンプラザホール 

ドビュッシー作曲「間奏曲」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

112.岡嶋晋ヴァイオリ

ン･リサイタル「夜

会」Vol.14 

共 平成18年11月 渡辺淳一文学館 ベルク作曲｢アダージョ｣他 

ヴァイオリン 岡嶋 晋 

ピアノ 岡本孝慈 

 

113.エルム･ニューイヤ

ーコンサートVol.2

「ピアノを美しく鳴ら

すために」 

単 

 

平成19年1月 エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

ベートーヴェン作曲「ピアノ･ソナ

タ､月光」他 

ピアノ 岡本孝慈 

司会 下家加世子 

 

114.クリストフ･倫･ドル

ゲ、岡本孝慈ジョイン

トリサイタル 

共 平成19年3月 Murkenbachhalle, 

Böblingen / Germany 

ブラームス「ヴァイオリン･ソナタ」、

他 

ヴァイオリン クリストフ･倫･ドル

ゲ 

ピアノ 岡本孝慈 

 

115.クリストフ･倫･ドル

ゲ、岡本孝慈ジョイン

トリサイタル 

共 平成19年3月 Aula des 

Schulzentrums 

Renningen / Germany 

ブラームス「ヴァイオリン･ソナタ」、

他 

ヴァイオリン クリストフ･倫･ドル

ゲ 

ピアノ 岡本孝慈 

 

116.クリストフ･倫･ドル

ゲ、岡本孝慈ジョイン

トリサイタル 

共 平成19年3月 Keramikmuseum 

Höhr-Grenzhausen 

/ Germany 

ブラームス「ヴァイオリン･ソナタ」、

他 

ヴァイオリン クリストフ･倫･ドル

ゲ 

ピアノ 岡本孝慈 

 

117.岡本孝慈・潤也ピア

ノ＆ヴィオラデュオリ

サイタル 

共 平成19年4月 ピノキオホール 

鹿沼市（有）西村製材所 

シューベルト作曲「アルペジオーネ･

ソナタ」他 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

118.岡本孝慈・潤也ピア

ノ＆ヴィオラデュオリ

サイタル 

共 平成19年4月 森のホール21小ホール 

松戸市 

シューベルト作曲「アルペジオーネ･

ソナタ」他 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

119.フーゴー・ヴォルフ

の夕べ 

共 平成19年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

ヴォルフ作曲「貴方は花のよう」、他 

テノール 山本秀樹 

ピアノ 岡本孝慈 他 
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120.親子で楽しむ お話

とピアノのコンサート

２ 

共 平成19年7月 札幌時計台2Fホール プロコフィエフ作曲「ピーターとお

おかみ」他 

朗読 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

和太鼓 世古知巳 

 

121.苫小牧市民管弦楽団

第27回定期演奏会 

共 平成19年9月 苫小牧市民会館 ベートーヴェン作曲「ピアノ協奏曲

第４番」 

指揮 出雲路英淳 

ピアノ 岡本孝慈 

苫小牧市民管弦楽団 

 

122.細野雅子フルートリ

サイタル 

共 平成19年10月 札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

ロコフィエフ作曲「フルートソナタ」

他 

フルート 細野雅子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

123.岡嶋晋ヴァイオリ

ン･リサイタル「夜

会」Vol.15 

共 平成19年10月 渡辺淳一文学館 ウォルトン作曲｢ヴァイオリンソナ

タ｣他 

ヴァイオリン 岡嶋 晋 

ピアノ 岡本孝慈 

 

124.尾畑真知子ソプラ

ノ・リサイタル 

共 平成19年11月 札幌コンサートホール

Kitara大ホール 

プッチーニ作曲「トゥーランドット」

他 

ソプラノ 尾畑真知子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

125.エルム･ニューイヤ

ーコンサートVol.3

「真冬のファンタジ

ー」 

単 平成20年1月 エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

ブラームス作曲「幻想曲 作品116」他 

ピアノ 岡本孝慈 

司会 下家加世子 

 

126.早坂佳子ソプラノ・

リサイタル 

共 平成20年3月 ザ･ルーテルホール シューマン作曲｢リーダー･クライ

ス｣他 

ソプラノ 早坂佳子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

127.三瓶佳紀クラリネッ

ト・リサイタル 

共 平成20年4月 札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

ブラームス作曲｢クラリネット･ソナ

タ｣他 

クラリネット 三瓶佳紀 

ピアノ 岡本孝慈 

 

128.第5回定期演奏会 

フーゴー・ヴォルフ

の夕べ 「イタリア 

歌の本」 

共 平成20年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

ヴォルフ作曲「イタリア歌の本」より 

バリトン 川村英司 

ソプラノ 吉川順子 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

129.第114回シティ・ミ

ニコンサート 

共 平成20年8月 松戸市役所ロビー ブラームス作曲「ヴィオラ･ソナタ」

他 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 

 

130.岡本孝慈ピアノソ

ロ･リサイタル 

単 平成20年9月 札幌生涯学習センター

ちえりあホール 

ベートーヴェン作曲「熱情のソナタ」

他 

ピアノ 岡本孝慈 
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131.岡本孝慈ピアノソ

ロ･リサイタル 

単 平成20年9月 松戸森のホール21 

小ホール 

ベートーヴェン作曲「熱情のソナタ」

他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

132.渡辺淳一文学館開館

10周年記念演奏会「ジ

ャン・コクトーとフラ

ンス6人組」 

共 平成20年10月 エリエールスクエア札

幌 渡辺淳一文学館 

プーランク作曲 歌劇「人間の声」他 

ソプラノ 平野則子 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

133.清田区「ふれあいコ

ンサート」 

共 平成20年10月 清田区民センター プロコフィエフ作曲「ヴァイオリン

協奏曲第2番」 

ヴァイオリン 伊藤亮太郎 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

134.桑園「ふれあいコン

サート」 

岡嶋晋ヴァイオリン

夜会Vol.16 

共 平成20年11月 JR北海道本社ビルロビ

ー 

ドビュッシー作曲「ヴァイオリン･ソ

ナタ」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 

ピアノ 岡本孝慈 

 

135.エルム･ニューイヤ

ーコンサートVol.4 

単 平成21年1月 エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

ショパン作曲「スケルツォ第2番 作

品31」他 

ピアノ 岡本孝慈 

司会 下家加世子 他 

 

136.｢ミューズの森から｣

Vol.6 

共 平成21年3月 ミューズコンサート札

幌･アマービレ共催 

渡辺淳一文学館 

サン＝サーンス作曲「ヴァイオリン･

ソナタ」他 

ヴァイオリン 多賀 白 

ピアノ 岡本孝慈、他 

 

137.日本リヒャルト・シ

ュトラウス協会第134

回例会 歌曲・室内楽

連続演奏会XIII 

共 平成21年5月 日本リヒャルト・シュト

ラウス協会主催 

市ヶ谷ルーテルホール 

シュトラウス作曲「5つのピアノ小品

作品3」他 

ピアノ 岡本孝慈 

朗読 吉澤美智子 

 

138.第6回定期演奏会 

フーゴー・ヴォルフ 

「スペイン 歌の本」 

共 平成21年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

ヴォルフ作曲「スペイン 歌の本」よ

り 

メゾ･ソプラノ 伊藤真由美 

ピアノ 岡本孝慈 

 

139.ユーブングス･アー

ベント 

共 平成21年8月 札幌時計台2Fホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

ヴォルフ作曲「イタリア 歌の本」よ

り 

ソプラノ 桑島昌子 中澤郁 

バリトン 諏訪公一 

ピアノ 岡本孝慈、他 

 

140.岡本孝慈・恵里デュ

オリサイタル 

共 平成21年9月 第1214回札幌市民劇場 

札幌生涯学習センター

ちえりあホール 

サン＝サーンス作曲「動物の謝肉祭」

他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

141.岡嶋晋ヴァイオリン

夜会Vol.17 

共 平成21年11月 エリエールスクエア札

幌 渡辺淳一文学館 

シマノフスキ作曲「神話」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 

ピアノ 岡本孝慈 

 

142.エルム･ニューイヤ

ーコンサートVol.5 

単 平成22年1月 エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

ブラームス作曲「2台のピアノのため

のソナタ 作品34」他 

ピアノ 岡本孝慈 

司会 下家加世子、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 

(演奏会)     

143.川村英司レクチャー

コンサート 

共 平成22年2月 エリエールスクエア札

幌 渡辺淳一文学館 

ヴォルフ作曲「音楽師」他 

講演 川村英司 

ピアノ 岡本孝慈 

 

144.ドイツリートの真髄 共 平成22年3月 札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会、札幌コンサート

ホール主催 

 

シューベルト作曲「魔王」他 

バリトン 川村英司 

ピアノ 岡本孝慈、他 

145.エルム･チェンバロ

フロアコンサート 

共 平成22年5月 エルム楽器伏見センタ

ー 

J.S.バッハ作曲「フランス組曲」他 

ヴァイオリン 林ひかる 

チェンバロ 岡本孝慈 

 

146.第18回例会 

シューマンの魅力 

共 平成22年6月 札幌市生涯学習センタ

ーちえりあ音楽研修室 

シューマン作曲「くるみの木」､他 

ピアノ 川本彰子  

ピアノ 岡本孝慈、他 

 

147.第7回定期演奏会 

ロベルト･シューマン 

共 平成22年8月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

シューマン作曲「愛の戯れOp.101」よ

り 

ソプラノ 吉川順子 

メゾ･ソプラノ 荒木栄子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

148.岡本兄弟＆土田聡

子ジョイントリサイ

タル 

共 平成22年9月 松戸森のホール21 

小ホール 

ショパン作曲「バラード第1番」他 

ソプラノ 土田聡子 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 

 

149.宮の森音楽祭 共 平成22年10月 

 

札幌市立宮の森小学校 ヴェルディ作曲「乾杯の歌」他 

ソプラノ 平野則子  

ピアノ 岡本孝慈 

 

150.桑園「ふれあいコン

サート」岡嶋晋ヴァイ

オリン夜会Vol.18 

共 平成22年11月 

 

ＪＲ北海道本社ロビー メンデルスゾーン作曲「ピアノ三重

奏曲」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋  

ピアノ 岡本孝慈  

チェロ フランソワ･ラゴー 

 

151.「秋の国際交流コン

サート」  人の出会

いと祈りⅢ 

単 平成22年11月 

 

西宮市プレラホール ベートーヴェン作曲「三重奏協奏曲

Op.56」 

ヴァイオリン 岡嶋晋  

ピアノ 岡本孝慈  

チェロ フランソワ･ラゴー 

 

152.エルム･ニューイヤ

ーコンサートVol.6 

単 

 

平成23年1月 エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

リスト作曲「ソナタ ロ短調」他 

ピアノ 岡本孝慈  

司会 下家加世子、他 

 

153.フーゴー･ヴォルフ

の世界 

共 平成23年2月 エリエールスクエア渡

辺淳一文学館 

ヴォルフ作曲「音楽師」他 

バリトン 川村英司 

ピアノ､司会 岡本孝慈 他 

 

154.第8回定期演奏会 

フランツ･シューベル 

ト 

共 平成23年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

 

シューベルト作曲「幻想曲D.9」より 

ピアノ 村上明日美、岡本孝慈、他 
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155.岡本兄弟＆土田聡

子ジョイントリサイ

タル 

共 平成23年6月 西村製材所ピノキオホ

ール 

ショパン作曲「バラード第1番」他 

ソプラノ 土田聡子 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 

 

156.ちえりあ市民カレッ

ジ(ちえボラ) 

単 平成23年6月 

～7月 

札幌市生涯学習センタ

ーちえりあ 

ショパンの作品のレクチャーコンサ

ート 

ショパン作曲「バラード第4番」他 

 

157.岡本孝慈ピアノソ

ロ･リサイタル 

単 平成23年9月 札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

リスト作曲「ソナタロ短調」他 

ピアノ 岡本孝慈 

158.岡本孝慈ピアノソ

ロ･リサイタル 

単 平成23年9月 フリューゲル･ザール リスト作曲「ソナタロ短調」他 

ピアノ 岡本孝慈 

159.川村英司レクチャ

ーコンサート「スペイ

ン歌の本」について 

共 平成23年10月 

 

エリエールスクエア札

幌 渡辺淳一文学館 

ヴォルフ作曲「スペイン 歌の本」他 

講演 川村英司 

ピアノ 岡本孝慈 

 

160．ＭＭＦ宮の森音楽 

祭2011 

共 平成23年10月 

 

札幌市立宮の森小学校 ダマーズ作曲「演奏会組曲」他 

フルート 高殿幸 

チェロ 中島杏子 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

161.岡嶋晋ヴァイオリ

ン夜会Vol.19 

共 平成23年11月 

 

エリエールスクエア渡

辺淳一文学館 

ベートーヴェン作曲「クロイツェル･

ソナタ」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 

ピアノ 岡本孝慈 

 

162.2012スプリング・コ

ンサート 大島さゆ

り&波多野美紀ジョイ

ントリサイタル 

 

共 平成24年1月 函館芸術館 木村雅信作曲「函館の…」他 

フルート 大島さゆり 

ピアノ 岡本孝慈 他 

163.札幌大谷大学短期

大学部50周年記念演

奏会 

 

共 平成24年1月 札幌大谷記念ホール 木村雅信作曲「函館の…」他 

フルート 大島さゆり 

ピアノ 岡本孝慈 他 

164.エルム･ニューイヤ

ーコンサートVol.7 

単 

 

平成24年1月 エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

ショパン作曲「バラード第4番」他 

ピアノ 岡本孝慈 

司会 下家加世子、他 

 

165.道銀ライラックコ

ンサート 

単 平成24年5月 札幌コンサートホール

Kitara大ホール 

モーツァルト作曲「ピアノ協奏曲第

23番」 

ピアノ 岡本孝慈 

指揮 尾高忠明 

札幌交響楽団 

 

166.第9回定期演奏会 

フランツ･シューベル

ト２ 

共 平成24年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

 

シューベルト作曲「魔王」他 

バリトン 川村英司 

ピアノ 岡本孝慈、他 

167.ルーランド･デュイ

チェロリサイタル 

共 平成24年10月 

 

札幌大谷学園百周年記

念館 

シューマン作曲「幻想小曲集」他 

チェロ ルーランド･デュイ 

ピアノ 岡本孝慈 
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168.川村英司レクチャー

コンサート「イタリア

歌の本」について 

 

共 平成24年10月 

 

エリエールスクエア札

幌 渡辺淳一文学館 

ヴォルフ作曲「イタリア 歌の本」他 

講演 川村英司 

ピアノ 岡本孝慈 

169.ＭＭＦ宮の森音楽祭

2012 

共 平成24年11月 

 

札幌市立宮の森小学校 メンデルスゾーン作曲「ピアノ三重

奏曲」他 

ヴァイオリン 大石和彦 

チェロ 竹本利郎 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

170.岡嶋晋ヴァイオリン

夜会Vol.20 

共 平成24年11月 

 

エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

ラヴェル作曲「ピアノ三重奏曲」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 

チェロ フランソワ･ラゴー 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 

 

171.プラネタリウムコン

サート 

共 平成24年11月 

 

札幌スターライトドー

ム 

 

ラヴェル作曲「ピアノ三重奏曲」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 

チェロ フランソワ･ラゴー 

ヴィオラ 岡本潤也 

ピアノ 岡本孝慈 

 

172.岡本孝慈・恵里デュ

オリサイタル 

 

共 平成24年12月 

 

第1296回札幌市民劇場 

札幌サンプラザホール 

ラヴェル作曲「ラ･ヴァルス」他 

ピアノ 岡本孝慈 岡本恵里 

173.谷の匠室内楽コンサ

ート 

共 平成25年1月 

 

札幌大谷学園百周年記

念館 

谷の匠実行委員会 

 

 

プーランク作曲「六重奏曲」他 

フルート 林加奈子 

オーボエ 高井明 

クラリネット 井上幸子 

ホルン 高木進也 

ファゴット 夏山朋子 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

174.アントニオ・クヮル

テット演奏会 

共 平成25年2月 

 

アミュゼ柏ホール ショスタコーヴィチ作曲「ピアノ五

重奏曲」他 

アントニオ・クヮルテット 

ピアノ 岡本孝慈 

 

175.花岡秀行･諏訪公一

バリトンジョイントコ

ンサート 

共 平成25年4月 

 

ザ･ルーテルホール シューマン作曲「詩人の恋Op.48」他 

バリトン 花岡秀行 諏訪公一 

ソプラノ 高橋雅子 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

176.第10回定期演奏会 

フーゴー・ヴォルフへ 

の道 

共 平成25年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

シューマン作曲「私のバラ」他 

メゾ･ソプラノ 荒木栄子 

ピアノ 岡本孝慈、他 

 

177.苫小牧市民管弦楽

団第33回定期演奏会 

単 平成25年10月 

 

苫小牧市民会館 チャイコフスキー作曲「ピアノ協奏

曲第１番」 

指揮 出雲路英淳 

ピアノ 岡本孝慈 

苫小牧市民管弦楽団 

 

178.とましん市民ロビ

ーコンサート 

 

共 平成25年11月 

 

苫小牧信用金庫本店 

苫小牧信用金庫主催 

ブラームス作曲「ヴァイオリン･ソナ

タ第１番」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 

ピアノ 岡本孝慈 
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179.岡嶋晋ヴァイオリン

夜会Vol.21 

 

共 平成25年11月 

 

エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

ブラームス作曲「ヴァイオリン･ソナ

タ第１番」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 チェロ 中

島杏子 ハープ 松浦朋美 

ピアノ 岡本孝慈 

 

180.ピアノの夕べ 単 平成26年1月 ゼルタース市民会館 

ドイツ･ゼルタース市 

ショパン作曲「バラード第１番」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

181.松田久美メゾソプラ

ノリサイタル 

共 平成26年4月 札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

ブラームス作曲「ジプシーの歌」他 

メゾソプラノ 松田久美 

ピアノ 岡本孝慈 

 

182.第3回谷の匠コンサー 

 ト 

共 平成26年5月 札幌大谷学園百周年記

念館 

谷の匠実行委員会 

プーランク作曲「小象ババール」他 

朗読 岡本孝慈 

ピアノ 中村由莉子 他 

 

183.第11回定期演奏会 

フランツ･シューベルト 

３ 

共 平成26年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

シューベルト作曲「ピアノソナタ 

イ長調」他 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

184.第3回谷の匠コンサー 

 ト 

共 平成26年5月 札幌大谷学園百周年記

念館 

谷の匠実行委員会主催 

プーランク作曲「小象ババール」他 

朗読 岡本孝慈 ピアノ 中村由莉

子 他 

 

185.第11回定期演奏会 

フランツ･シューベルト 

３ 

共 平成26年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

シューベルト作曲「ピアノソナタ 

イ長調」他 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

186.ＭＭＦ宮の森音楽祭 

2014 

共 平成26年9月 札幌市立宮の森小学校 

宮の森音楽祭実行委員

会主催 

プッチーニ作曲「私のお父さん」他 

ソプラノ 高橋雅子 ピアノ 岡本

孝慈 他 

 

187.岡本孝慈ピアノソロ･ 

リサイタル 

単 平 成 26年 10

月 

エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

ブラームス作曲「小品集Op.119」他 

ピアノ 岡本孝慈 

188.ヴァイオリン･ヴィオ 

ラ･ピアノコンサート 

 

共 平 成 26年 11

月 

ピノキオ･ホール 

㈱西村製剤所主催 

ブラームス作曲「ヴァイオリン･ソナ

タ第３番」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ヴィオラ 

岡本潤也 ピアノ 岡本孝慈 

 

189.岡嶋晋ヴァイオリン 

夜会Vol.22 桑園ふれ 

あいコンサート 

 

共 平 成 26年 11

月 

ＪＲ北海道本社ロビー 

ＪＲ北海道主催 

ブラームス作曲「ヴァイオリン･ソナ

タ第３番」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ 岡

本孝慈 

 

190.とましん市民ロビー 

コンサート 

 

共 平 成 26年 11

月 

苫小牧信用金庫本店 

苫小牧信用金庫主催 

ブラームス作曲「ヴァイオリン･ソナ

タ第３番」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ 岡

本孝慈 

 

191.第４回谷の匠コンサ 

ート 

共 平成 27 年 1

月 

札幌大谷学園百周年記

念館 

谷の匠実行委員会主催 

 

メリカント作曲「牧歌」他 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

192.室内楽コンサート 

 

共 平成27年5月 ピノキオ･ホール 

㈱西村製剤所主催 

シューベルト作曲「楽興の時」他 

ヴィオラ 岡本潤也 ピアノ 岡本

孝慈 他 
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193.第12回定期演奏会 

フランツ･シューベルト 

４ 

共 平成27年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

シューベルト作曲「楽興の時」他 

ピアノ 岡本孝慈 他 

194.ＭＭＦ宮の森音楽祭 

2015 

共 平成27年9月 札幌市立宮の森小学校 

宮の森音楽祭実行委員

会主催 

チャイコフスキー作曲「くるみ割り

人形」他 

フルート 高殿幸 ハープ 松浦朋

美 

チェロ 中島杏子 ピアノ 岡本孝

慈 他 

 

195.岡本孝慈・恵里デュオ 

リサイタル 

 

共 平 成 27年 11

月 

札幌サンプラザホール ラフマニノフ作曲「組曲第1番幻想的

絵画」他 

ピアノ 岡本孝慈 岡本恵里 朗読 

鈴木真理 

 

196.ヴァイオリン･ヴィオ 

ラ･ピアノコンサート 

 

共 平 成 27年 11

月月 

ピノキオ･ホール 

㈱西村製剤所主催 

サン=サーンス作曲「序奏とロンド･

カプリッチオ―ソ」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ヴィオラ 

岡本潤也 ピアノ 岡本孝慈 

 

197.岡嶋晋ヴァイオリン 

夜会Vol.23「三銃士」 

2015 

 

共 平 成 27年 12

月 

AS FIT AS FIDDLE 

LTD. ･ミューズコンサ

ート札幌 共催 

ブラームス作曲「ピアノ三重奏曲ハ

長調 Op.27」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ 岡

本孝慈 

チェロ フランソワ･ラゴー 

 

198.とましん市民ロビー 

コンサート 

 

共 平 成 27年 12

月 

苫小牧信用金庫本店 

苫小牧信用金庫主催 

ブラームス作曲「ピアノ三重奏曲ハ

長調 Op.27」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ 岡

本孝慈 

チェロ フランソワ･ラゴー 

 

199.岡本孝慈ピアノソロ･ 

リサイタル 

単 平成28年2月 エルム･ホール 

㈱エルム楽器主催 

ブラームス作曲「小品集パガニーニ

の主題による変奏曲Op.35-2」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

200.マックス･レーガー没 

後百年記念レクチャー･ 

コンサートVol.1 

共 平成28年5月 札幌大谷大学区芸術学

部響流ホール 

レーガー作曲「クラリネット･ソナタ

変ロ長調 Op.107」 

クラリネット 高橋良輔 ピアノ 

岡本孝慈、他 

 

201.第13回定期演奏会 

フランツ･シューベルト 

５ 

共 平成28年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

シューベルト作曲「白鳥の歌」他 

バリトン 川村英司 ピアノ 岡本

孝慈 他 

 

202.マックス･レーガー没 

後百年記念レクチャー･ 

コンサートVol.2 

共 平成28年6月 札幌大谷大学区芸術学

部響流ホール 

レーガー作曲「クラリネット･ソナタ

変ロ長調 Op.107」 

クラリネット 高橋良輔 ピアノ 

岡本孝慈、他 

 

203.マックス･レーガー没

後百年記念レクチャー･

コンサートVol.3 

共 平成28年7月 札幌大谷大学区芸術学

部響流ホール 

レーガー作曲「クラリネット･ソナタ

変ロ長調 Op.107」 

クラリネット 狩原枝里子 ピアノ 

岡本孝慈、他 
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204.マックス･レーガー没

後百年記念レクチャー･

コンサートVol.4 

共 平成28年7月 札幌大谷大学区芸術学

部響流ホール 

レーガー作曲「クラリネット･ソナタ

変ロ長調 Op.107」 

クラリネット 狩原枝里子 ピアノ 

岡本孝慈、他 

 

205.ハープ＆ピアノデュ

オコンサート 

共 平成28年8月 滝川市役所1F市民ロビ

ー 

サン＝サーンス作曲「動物の謝肉祭」

より 

ハープ 松浦朋美 ピアノ 岡本孝

慈、他 

 

206.マックス･レーガー没

後百年記念レクチャー･

コンサートVol.5 

共 平成28年9月 札幌大谷大学区芸術学

部響流ホール 

レーガー作曲「素朴な歌曲集 Op.76」

他 

メゾ･ソプラノ 伊藤真由美 ピア

ノ 岡本孝慈、他 

 

207.マックス･レーガー没

後百年記念レクチャー･

コンサートVol.6 

共 平 成 28年 10

月 

札幌大谷大学区芸術学

部響流ホール 

レーガー作曲「クラリネット･ソナタ

変ロ長調 Op.107」 

クラリネット 三界秀実 ピアノ 

岡本孝慈、他 

 

208.マックス･レーガー没

後百年記念演奏会 

共 平 成 28年 10

月 

ザ･ルーテルホール レーガー作曲「クラリネット･ソナタ

変ロ長調 Op.107」、他 

声楽 伊藤真由美 クラリネット 

三界秀実 ピアノ 岡本孝慈 

 

209.ヴァイオリン･ヴィオ

ラ･ピアノコンサート 

 

共 平 成 28年 11

月 

ピノキオ･ホール 

㈱西村製剤所主催 

ベートーヴェン作曲「ヴァイオリン･

ソナタ第５番」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ヴィオラ 

岡本潤也 ピアノ 岡本孝慈 

 

210.岡嶋晋ヴァイオリン･

リサイタル「夜会」

Vol.24「Face à Face」 

共 平 成 28年 11

月 

札幌時計台ホール ベートーヴェン作曲｢ヴァイオリン･

ソナタ第５番｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

 

211.とましん市民ロビー

コンサート 

 

共 平 成 28年 11

月 

苫小牧信用金庫本店 

苫小牧信用金庫主催 

ベートーヴェン作曲｢ヴァイオリン･

ソナタ第５番｣他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

 

212.第5回谷の匠コンサー 

 ト 

共 平成29年1月 札幌大谷記念ホール 

谷の匠実行委員会主催 

レーガー作曲「クラリネット・ソナ

タ」他 

クラリネット 高橋良輔 河野泰幸 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

213.Klarinettiade 共 平成29年2月 札幌大谷学園百周年記

念館同窓会ホール 

 

メンデルスゾーン作曲「2つの演奏会

用小品Op.113,4」他 

クラリネット 三瓶佳紀 河野泰幸 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

214.エルム･ジュニアピア

ノコンサート 

共 平成29年3月 千歳文化センター中ホ

ール 

㈱エルム楽器主催 

ショパン作曲「アンダンテ･スピアナ

ートと華麗なる大ポロネーズOp.22」

他 ピアノ 岡本孝慈 

 

215.岡本孝慈＆大島さゆ

りSpring Concert 

共 平成29年4月 蘭越パームホール 

シリベツリバーネット

主催 

フランク作曲「フルート･ソナタ」他 

フルート 大島さゆり ピアノ 岡

本孝慈 
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216.第14回定期演奏会 

フーゴー・ヴォルフへの 

道Ⅱ 

共 平成29年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

ブラームス作曲「ピアノ･ソナタ第3

番」他 

ピアノ 岡本孝慈 他 

 

217.ピアノ・マティネ 単 平成29年6月 ゼルタース市民会館 

ドイツ･ゼルタース市 

ブラームス作曲「ピアノ･ソナタ第3

番」他 

ピアノ 岡本孝慈 

 

218.ピアノ三重奏曲の夕 

 べ 

共 平成29年6月 

 

ドイツ・フィルダーシュ

タット音楽学校ホール 

メンデルスゾーン作曲「ピアノ三重

奏曲第1番」他 

ヴァイオリン クリストフ･倫･ドルゲ 

チェロ リザ・ネースリング 

ピアノ 岡本孝慈 

 

219.ピアノ三重奏曲の夕 

 べ 

共 平成29年6月 

 

ドイツ・レンニンゲン音

楽学校ホール 

メンデルスゾーン作曲「ピアノ三重

奏曲第1番」他 

ヴァイオリン クリストフ･倫･ドルゲ 

チェロ リザ・ネースリング 

ピアノ 岡本孝慈 

 

220.ＭＭＦ宮の森音楽祭 

2017 

共 平成29年9月 札幌市立宮の森小学校 

宮の森音楽祭実行委員

会主催 

ベートーヴェン作曲「チェロ･ソナ

タ」他 

チェロ ルーランド･デュイ ピア

ノ 岡本孝慈 他 

 

221.とましん市民ロビー 

コンサート 

 

共 平 成 29年 11

月 

苫小牧信用金庫本店 

苫小牧信用金庫主催 

ブラームス作曲｢ヴァイオリン･ソナ

タ変ホ長調｣他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

 

222.岡本孝慈ピアノコン

サート「岡嶋晋氏との夜

会」 

共 平 成 29年 11

月 

エルムホール 

㈱エルム楽器主催 

フォーレ作曲｢ヴァイオリン･ソナタ

第1番｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

 

223.岡本孝慈ピアノコン

サート「岡嶋晋氏との夜

会」 

共 平 成 29年 11

月 

エルムホール 

㈱エルム楽器主催 

フォーレ作曲｢ヴァイオリン･ソナタ

第1番｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

 

224.「コンサ－ト･コンコ

ルデ」2017 南欧に思い

を寄せて 

 

共 平成29年11月 札幌音楽家協議会主催 

札幌サンプラザホール 

 

インファンテ作曲｢アンダルシア舞

曲｣ 

ピアノ  岡本恵里、岡本孝慈 

225.第353回そらのコンサ

－ト 

共 平成30年2月 ＪＲタワー展望室Ｔ38 

ＪＲタワー主催 

ドビュッシー作曲｢小組曲｣ 

ピアノ  岡本恵里、岡本孝慈 

 

226.エルム楽器八軒セン

ターオープン記念コン

サート 

共 平成30年3月 エルム楽器八軒センタ

ー 

㈱エルム楽器主催 

ドビュッシー作曲｢喜びの島｣他 

ピアノ  岡本孝慈 

 

227.ヤマハ・サロンコンサ

ート 

共 平成30年3月 ヤマハミュージックリ

テイリング札幌店 

ヤマハミュージックリ

テイリング主催 

ショパン作曲｢バラード第1番｣他 

ピアノ  岡本孝慈 

 

228.第1425回札幌市民劇場

岡本孝慈・恵里デュオリ

サイタル 

共 平成30年3月 札幌ザ・す―テルホール 

札幌市民芸術祭実行委

員会主催 

 

ドビュッシー作曲「白と黒」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 



 

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 

(演奏会)     

229.第15回定期演奏会 

フーゴー・ヴォルフ｢イタ

リア歌の本｣全46曲Vol.2 

共 平成30年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

ヴォルフ作曲「イタリア歌の本全46

曲」 

ピアノ 岡本孝慈 他 

230.第9回Klang Konzert 共 平成30年8月 カワイ札幌ChouChouホ

ール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

メンデルスゾーン作曲「無言歌集第5

巻」他 

ピアノ 岡本孝慈 他 

231.吉川順子ソプラノ･リ

サイタル 

共 平成30年10月 札幌コンサートホール

Kitara小ホール 

ヴォルフ作曲 「歌曲」他 

ソプラノ 吉川順子 ピアノ 岡本孝

慈 

232.岡嶋晋ヴァイオリン･

コンサート「夜会」

Vol.26 

共 平成30年11月 モナ･ペトロ 

愛知県名古屋市 

ショスタコーヴィチ作曲｢ピアノ三

重奏曲｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 チェロ フ

ランソワ･ラゴー ピアノ  岡本孝

慈 

233.とましん市民ロビーコ

ンサート 

 

共 平成30年11月 苫小牧信用金庫本店 

苫小牧信用金庫主催 

ショスタコーヴィチ作曲｢ピアノ三

重奏曲｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 チェロ フ

ランソワ･ラゴー ピアノ  岡本孝

慈 

234.岡嶋晋ヴァイオリン･

コンサート「夜会」

Vol.26 

共 平成30年11月 奥井理ギャラリー 

 

ショスタコーヴィチ作曲｢ピアノ三

重奏曲｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 チェロ フ

ランソワ･ラゴー ピアノ  岡本孝

慈 

235.コンチェルト･ダ･サロ

ーネ 

共 平成30年11月 札幌音楽家協議会主催 

ザ・ルーテルホール 

イザイ作曲「冬の歌」 

ヴァイオリン 岩渕晴子 ピアノ 

岡本孝慈 他 

236.アントニオ・クヮルテ

ット演奏会Vol.9 

共 2019年2月 アミュゼ柏クリスタル

ホール 

ブラームス作曲「ピアノ五重奏曲」他 

アントニオ・クヮルテット  ピア

ノ 岡本孝慈 

237.歌で綴るメンデルスゾ

ーンVol.3 

 

共 2019年3月 六花亭ふきのとうホー

ル 

メンデルスゾーン作曲「無言歌集」他 

ピアノ 岡本孝慈 他 

238.第16回定期演奏会 

フーゴー・ヴォルフ｢画 

家ノルテン｣ 

共 2019年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴォル

フ協会主催 

ヴォルフ作曲メーリケ「画家ノルテ

ン」 

ソプラノ 吉泉奈々子 ピアノ 岡

本孝慈 他 

239.岡本孝慈・潤也ピアノ

＆ヴィオラデュオリサ

イタル 

共 2019年6月 ピノキオホール 

鹿沼市(有)西村製材所

主催 

ブラームス作曲「ヴィオラ･ソナタ第

1番」他 

ヴィオラ 岡本潤也 ピアノ 岡本孝

慈 他 

240.岡本孝慈・潤也ピアノ

＆ヴィオラデュオリサ

イタル 

共 2019年6月 おおたかの森のホール 

流山市 

ブラームス作曲「ヴィオラ･ソナタ第

1番」他 

ヴィオラ 岡本潤也 ピアノ 岡本孝

慈 他 

241.エルム・フロアコンサ

ート 

 

単 2019年6月 エルム楽器苫小牧支店 

㈱エルム楽器主催 

ベートーヴェン作曲｢熱情｣他 

ピアノ  岡本孝慈 

242.ブラームスのクラリ

ネット・ソナタとそのヴ

ァイオリン版を比較し

てVol.1 

共 2019年9月 札幌大谷大学区芸術学

部響流ホール 

ブラームス作曲「クラリネット･ソナ

タ第1番 Op.120-1」 

ヴァイオリン 岩渕晴子 ヴィオラ 

遠藤幸男 クラリネット 河野泰幸 

ピアノ 岡本孝慈 

 

 

 



 

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 

(演奏会)     

243.ブラームスのクラリ

ネット・ソナタとその

ヴ ァイオリン版を比

較してVol.2 

共 2019年10月 札幌大谷大学区芸術学

部響流ホール 

ブラームス作曲「クラリネット･ソナ

タ第1番 Op.120-2」 

ヴァイオリン 岩渕晴子 ヴィオラ 

遠藤幸男 クラリネット 河野泰幸 

ピアノ 岡本孝慈 

244.岩渕晴子・岡本孝慈

ヴァイオリン＆ピアノ

デュオコンサート 

共 2019年10月 札幌ザ・ルーテルホール ブラームス作曲「ヴァイオリン･ソナ

タ第3番」他 

ヴァイオリン 岩渕晴子 ピアノ 岡

本孝慈  

245.岡嶋晋ヴァイオリ

ン･コンサート「夜会」

Vol.27 

共 2019年11月 モナ･ペトロ 

愛知県名古屋市 

シューマン作曲｢ヴァイオリン・ソナ

タ第２番｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

246.とましん市民ロビー

コンサート 

 

共 2019年11月 苫小牧信用金庫本店 

苫小牧信用金庫主催 

シューマン作曲｢ヴァイオリン・ソナ

タ第２番｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

247.岡嶋晋ヴァイオリ

ン･コンサート「夜会」

Vol.27 

共 2019年11月 奥井理ギャラリー 

 

シューマン作曲｢ヴァイオリン・ソナ

タ第２番｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

(施設訪問)     

１.鑑賞教室 

 

 

共 

 

平成9年2月 札幌大谷高等学校附属

中学校 

クライスラー作曲「小品」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

ヴァイオリン 坂本恵理 

 

２.岡本孝慈・恵里ジョイ

ントコンサート 

 

共 平成10年1月 東札幌北の星保育園 ドヴォルザーク作曲「スラブ舞曲」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

３.岡本孝慈・恵里デュオ

コンサート 

 

共 平成10年9月 札幌緑の苑宮の森保育

園 

連弾「日本の童謡集」 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

４.岡本孝慈・恵里ジョイ

ントコンサート 

共 平成11年2月 札幌白石北の星保育園 ベートーヴェン作曲「ソナタ 熱情」

他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

５.岡本孝慈・恵里ジョイ

ントコンサート 

 

共 平成12年12月 東札幌北の星保育園 チャイコフスキー作曲「くるみ割り

人形」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

６.岡本孝慈･恵里ジョイン

トコンサート 

共 平成13年12月 東札幌北の星保育園 ショパン作曲｢幻想即興曲｣他 

ピアノ  岡本孝慈、岡本恵里 

 

７.岡本孝慈・恵里卒園記

念コンサート 

共 平成14年3月 札幌緑の苑宮の森保育

園 

久石譲作曲「千と千尋の神隠し」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

８.ニューイヤーコンサー

ト｢雪の夜のコンサート｣ 

共 平成16年1月 札幌緑の苑宮の森保育

園 

ビゼー作曲「カルメン」他 

ソプラノ 山田レイ 

ピアノ 岡本孝慈，他 

 

９.岡本孝慈・恵里卒園記

念コンサート 

共 平成16年3月 札幌緑の苑宮の森保育

園 

久石譲作曲「となりのトトロ」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

10.岡本孝慈・恵里デュオ

コンサート 

共 平成17年1月 岩見沢クピド･フェア フォーレ作曲「ドリー組曲」他 

ピアノ 岡本孝慈，岡本恵里 

 

 



 

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 

(施設訪問)     

11.親子で楽しむ お話とピ

アノのコンサート 

共 平成20年12月 札幌緑ヶ丘児童会館 プーランク作曲「小象ババール」他 

朗読 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

 

12.親子で楽しむ お話とピ

アノのコンサート 

共 平成21年1月 札幌栄西児童会館 プーランク作曲「小象ババール」他 

朗読 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

 

13.リズムの森 メモリア

ルコンサート 

共 平成21年2月 恵庭幼稚園 久石譲作曲「崖の上のポニョ」他 

ソプラノ 吉川順子 

ピアノ 岡本孝慈 

 

14.親子で楽しむ お話とピ

アノのコンサート 

共 平成21年4月 札幌元町南児童会館 プーランク作曲「小象ババール」他 

朗読 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

 

15.親子で楽しむ お話とピ

アノのコンサート 

共 平成22年5月 札幌幼稚園 プロコフィエフ作曲「ピーターと狼」

他 

朗読 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

和太鼓 世古知巳 他 

 

16.親子で楽しむ お話と

ピアノのコンサート 

共 平成22年12月 

 

札幌東橋小学校ミニ児

童会館 

チャイコフスキー作曲「くるみ割り

人形」他 

朗読 世古由美 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

鳴物 世古知巳  

ナビゲーター 小賀朋加 

 

17.親子で楽しむ お話と

ピアノのコンサート３ 

共 平成23年1月 札幌時計台2Fホール チャイコフスキー作曲「くるみ割り

人形」他 

朗読 世古由美 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

鳴物 世古知巳  

ナビゲーター 小賀朋加 

 

18.親子で楽しむ お話と

ピアノのコンサート 

共 平成23年2月 札幌三角山小学校ミニ

児童会館 

チャイコフスキー作曲「くるみ割り

人形」他 

朗読 世古由美 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

鳴物 世古知巳  

ナビゲーター 小賀朋加 

 

19.親子で楽しむ お話と

ピアノのコンサート 

共 平成23年3月 札幌三里塚小学校ミニ

児童会館 

チャイコフスキー作曲「くるみ割り

人形」他 

朗読 世古由美 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

鳴物 世古知巳  

ナビゲーター 小賀朋加 

 

20.親子で楽しむ お話と

ピアノのコンサート 

共 平成23年4月 札幌盤渓小学校 チャイコフスキー作曲「くるみ割り

人形」他 

朗読 世古由美 岡本孝慈 

ピアノ 岡本恵里 

鳴物 世古知巳  

ナビゲーター 小賀朋加 

 

 



 

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 

(施設訪問)     

21.親子で楽しむ お話と

ピアノのコンサート４ 

共 平成23年12月 

 

札幌時計台ホール チャイコフスキー作曲「くるみ割り

人形」他 

朗読 村上里和 

ピアノ 岡本恵里､岡本孝慈 

鳴物 世古知巳  

ナビゲーター 小賀朋加 

 

22.岡嶋晋ヴァイオリン

コンサート 

 

共 平成25年11月 

 

岩見沢クピド･フェア 

クピド･フェア主催 

ブラームス作曲「ヴァイオリン･ソナ

タ第１番」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 

ピアノ 岡本孝慈 

 

23.岡嶋晋ヴァイオリン

コンサート 

 

共 平成26年11月 岩見沢クピド･フェア 

クピド･フェア主催 

ブラームス作曲「ヴァイオリン･ソナ

タ第３番」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ 岡

本孝慈 

24.岡嶋晋ヴァイオリン

コンサート 

 

共 平 成 27年 12

月 

岩見沢クピド･フェア 

クピド･フェア主催 

ブラームス作曲「ピアノ三重奏曲ハ

長調 Op.27」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ 岡

本孝慈 チェロ フランソワ･ラゴ

ー 

 

25.岡嶋晋ヴァイオリン

コンサート 

 

共 平 成 28年 11

月 

岩見沢クピド･フェア 

クピド･フェア主催 

ベートーヴェン作曲「ヴァイオリン･

ソナタ第５番」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ 岡

本孝慈 

 

26.ロビーコンサート 

 

共 平 成 28年 11

月 

斗南病院 ベートーヴェン作曲｢ヴァイオリン･

ソナタ第５番｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

 

27.岡嶋晋ヴァイオリン

コンサート 

 

共 平 成 29年 11

月 

岩見沢クピド･フェア 

クピド･フェア主催 

ブラームス作曲「ヴァイオリン･ソナ

タ変ホ長調」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ 岡

本孝慈 

28.岡嶋晋ヴァイオリン

コンサート 

 

共 平 成 30年 10

月 

岩見沢クピド･フェア 

クピド･フェア主催 

ベートーヴェン作曲「クロイツェル

ソナタ」他 

ヴァイオリン 岡嶋晋 ピアノ 岡

本孝慈 

29.ロビーコンサート 

 

共 2019年11月 斗南病院 カサド作曲｢愛の歌｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 チェロ フ

ランソワ・ラゴー ピアノ  岡本孝

慈 

 

30.岡嶋晋ヴァイオリン

コンサート 

 

共 2019年11月 岩見沢クピド･フェア 

クピド･フェア主催 

シューマン作曲｢ヴァイオリン・ソナ

タ第２番｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

 

31.ロビーコンサート 

 

共 2019年11月 斗南病院 シューマン作曲｢ヴァイオリン・ソナ

タ第２番｣他 

ヴァイオリン  岡嶋晋 ピアノ  岡

本孝慈 

 

 

 


