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羽山 弘子 

【演奏】 

＜2017 年＞ 

○5月 27 日 オッフェンバック作曲「ラインの妖精」ヘドヴィッヒ役（日本初演） 

 主催：東京オペラプロデュース 

 会場：新国立劇場中劇場 

 指揮：飯坂 純  演出：八木清一 

○5月 21 日 プッチーニ作曲「トスカ」トスカ役 

 会場：前橋市民会館大ホール 

 主催：トヨタコミュニティコンサート 

 音楽監督：三枝成彰  指揮：小崎雅弘  演出：小栗哲家 

○3月 26 日 安藤由布樹作曲 杉原千畝物語「人道の桜」杉原幸子役 

 主催：杉原千畝物語・オペラ「人道の桜」制作委員会 

 会場：新宿文化センター大ホール 

 指揮：飯坂 純  演出：鳴海優一 

○3月 18 日 プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」ミミ役 

 主催：広島シティオペラ 

 会場：アステールプラザ大ホール 

 指揮：奥村哲也  演出：飯塚玲生 

○３月 11 日 四季でつづる名歌 春 

会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 

○２月４日 レスピーギ作曲「ベルファゴール」（日本初演）マッダレーナ役 

 主催：東京オペラプロデュース 

 会場：新国立劇場中劇場 

 指揮：時任康文  演出：馬場紀夫 

○1月 13 日 東広島芸術文化ホール くらら小ホール オペラ・ガラコンサート 

 主催：ラ・ヴィータムジカーレ東広島 

 

＜2016 年＞ 

○12 月 24 日 ベートーヴェン作曲「第九」ソプラノ・ソリスト 

 会場：総社市民会館 

 主催：総社市 

○12 月 18 日 四季でつづる名歌 冬・クリスマスコンサート 



 会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 

○12 月 10 日 プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」ミミ役 

 会場：宮地楽器ホール 

 主催：I Cantori 

 指揮：芳賀大和  演出：境 信博 

○11 月 29 日 Il Concertino 特別企画・「トスカ」ハイライト＆オペラ・ガラコンサート 

 会場：渋谷区総合文化センター大和田・伝承ホール 

 主催：Il Concertino 

 指揮：細岡雅哉 企画＆演出＆出演：羽山弘子 

○11 月 13 日 プッチーニ作曲「トスカ」トスカ役 

 会場：静岡市清水文化会館・マリナート大ホール 

 主催：トヨタコミュニティコンサート 

 音楽監督：三枝成彰  指揮：小崎雅弘  演出：小栗哲家 

○10 月 30 日 ベートーヴェン作曲「第九」ソプラノ・ソリスト 

 会場：倉敷市民会館大ホール 

 主催：岡山県（文化庁 地域活性化・国際発信推進事業） 

○10 月 17 日 東 敦子先生生誕 80 年記念コンサート 

 会場：王子ホール 

○10 月 16 日 四季でつづる名歌 秋 

 会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 

○10 月 14 日 広島女学院・地区の集い スペシャル・コンサート 

 会場：ANA クラウンプラザホテル 

 主催：広島女学院同窓会 

○10 月 8 日 マスネ作曲「グリゼリディス」フィアミーナ役（日本初演） 

 会場：新国立劇場中劇場 

 主催：東京オペラプロデュース 

 指揮：飯坂 純  演出：太田麻衣子 

○8月 14 日 プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」ミミ役 

会場：秩父ミューズパーク音楽堂 

 主催：秩父国際音楽祭・ちちぶオペラ 

 指揮＆演出 細岡雅哉 

○7月 17 日 四季でつづる名歌 夏 

会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 



○6月 18 日 プッチーニ作曲「トゥーランドット」ハイライト トゥーランドット役 

 会場：浜離宮朝日ホール 

 主催：池田理代子と薔薇のミューズたち 

 指揮：飯坂 純  演出：池田理代子 

○5月 8日 四季でつづる名歌 春 

会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 

○4月 29 日 ワーグナー作曲「ワルキューレ」ジークリンデ役 

 会場：かつしかシンフォニーヒルズ・アイリスホール 

 主催：Le Voci 

 指揮：安藤 敬  演出：大塚 博章 

○4月 9日 プッチーニ作曲「トゥーランドット」リュウ役 

 会場：ティアラこうとう大ホール 

 主催：江東オペラ 

 指揮：諸遊耕司  演出：土師雅人 

○3 月 27 日 モーツァルト作曲「ドン・ジョヴァンニ」ドンナ・アンナ役 

会場：アステールプラザ・大ホール 

 主催：広島シティオペラ 

 指揮：奥村哲也  演出：飯塚玲生 

○3月 20 日 プッチーニ作曲「トスカ」トスカ役 

 会場：酒田市民会館大・希望ホール 

 主催：トヨタコミュニティコンサート 

 音楽監督：三枝成彰  指揮：小崎雅弘  演出：小栗哲家 

○２月６日 オッフェンバック作曲「青ひげ」クレマンティーヌ王妃役（日本初演） 

 会場：なかの ZERO 大ホール 

 主催：東京オペラプロデュース 

 指揮：飯坂 純  演出：島田道生 

○１月 21 日 作陽ファカルティコンサート・プッチーニ作曲「トスカ」トスカ役 

 会場：くらしき作陽大学・聖徳殿 

 主催：くらしき作陽大学音楽学部 

 企画：演出 羽山弘子 

○1月 16 日 プッチーニ作曲「妖精ヴィッリ」アンナ役 

 会場：アステールプラザ大ホール 

 主催：ラ・ヴィータ・ムジカーレ東広島 

 指揮・演出：もりてつや. 

 



＜2015 年＞ 

○12 月 27 日 ベートーヴェン作曲「第九」ソプラノ・ソリスト 

 会場：総社市民会館 

 主催：総社市 

○12 月 20 日 ベートーヴェン作曲「第九」ソプラノ・ソリスト 

 会場：くらしき作陽大学・藤花楽堂 

 主催：くらしき作陽大学音楽学部 

○12 月 13 日 クリスマス＆ニューイヤー・スペシャルコンサート 

会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

○12 月 12 日 上智大学・エリザベト音楽大学大学交換企画・クリスマスコンサート 

 会場：上智大学カトリックセンター 

○11 月 8 日 プッチーニ作曲「蝶々夫人」ハイライト・蝶々夫人役 

 会場：千代田学園記念講堂 

 主催：千代田区四番町 

 演出：羽山弘子 

○10 月 11 日 四季でつづる名歌 秋 

 会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 

○9月 20 日 チレア作曲「アドリアーナ・ルクブルール」アドリアーナ役 

 主催：江東オペラ 

 会場：江東区文化センター 

 指揮：諸遊耕史  2 演出：土師雅人 

○8月 22 日  四季でつづる名歌 夏 

会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 

○8月 15 日＆16 日 プッチーニ作曲「トゥーランドット」トゥーランドット役 

 会場：秩父ミューズパーク音楽堂 

 主催：秩父国際音楽祭 

 指揮・演出：細岡雅哉 

○7月 12 日 アルファーノ作曲「復活」マトレーナ役（日本初演） 

 会場：新国立劇場中劇場 

 主催：東京オペラプロデュース 

 指揮：時任康文  演出：馬場紀雄 

○7月 4日 プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」ミミ役 

 会場：深川江戸資料館 小劇場 

 主催：江東オペラ 



○5月 24 日 四季でつづる名歌 春 

会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 

○5月 15 日 羽山弘子・羽山晃生ジョイント・コンサート 

 会場：タス・パークホテル 

 主催：国際ソロプチミスト長井 

○４月 29 日 オペラ・ガラコンサート 

  会場：秩父ミューズパーク音楽堂 

 主催：秩父国際音楽祭 

○2月 22 日 モーツァルト作曲「ドン・ジョヴァンニ」ドンナ・アンナ役 

 会場：くらしき作陽大学・藤花楽堂 

 主催：くらしき作陽大学音楽学部 

○2月 11 日 マスカーニ作曲「カヴァレリア・ルスティカーナ」ルチア役 

 会場：くらしき作陽大学・藤花楽堂 

 主催：くらしき作陽大学大学院 

○1月 10 日 マスネ作曲「ウェルテル」シャルロット役 
 会場：深川江戸資料館小ホール 
 主催：江東オペラ 
 

＜2014 年＞ 

○12 月 21 日 クリスマス＆ニューイヤー・スペシャルコンサート 

会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 

○12 月 14 日 プッチーニ作曲「トスカ」トスカ役 

 会場：沼津市民文化センター・大ホール 

 主催：トヨタコミュニティコンサート 

 音楽監督：三枝成彰  指揮：小崎雅弘  演出：小栗哲家 

○12 月 9 日 羽山 弘子コンサート 

 会場：総社市立昭和中学校 

○11 月 29 日 オペラ・ガラコンサート 

 会場：日仏文化協会汐留ホール 

○11 月 20 日 くらしき作陽大学・大学院生によるＲ・シュトラウス生誕 150 年記念演奏会 

 会場：岡山シンフォニーホール・イベントホール 

○11 月 16 日 プッチーニ作曲「トスカ」トスカ役 

 会場：アクロス福岡・シンフォニーホール 

 主催：トヨタコミュニティコンサート 



 音楽監督：三枝成彰  指揮：小崎雅弘  演出：小栗哲家 

○11 月２日 羽山晃生・羽山弘子ジョイントコンサート 

 会場：東京広尾・シェ・モルチェ 

○10 月 26 日 ジョルダーノ作曲「戯言の響宴」リザベッタ役（日本初演） 

 会場：新国立劇場中劇場 

 主催：東京オペラプロデュース 

 指揮：時任康文  演出：馬場紀雄 

○9月 21 日 四季でつづる名歌 秋  

 会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

  主催：やかげ町家交流館 

 

○9 月 6日 プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」ミミ役 

 会場：広島大学サタケメモリアルホール 

 主催：ラ・ヴィータ・ムジカーレ 

 指揮・演出：もりてつや． 

○8月 17 日 モーツァルト作曲「魔笛」パパゲーナ役 

 会場：秩父ミューズパーク音楽堂 

 主催：秩父国際音楽祭 

○8月 10 日 四季でつづる名歌 夏 

 会場：やかげ町家交流館谷山サロン 

 主催：やかげ町家交流館 

○8月 9日 團伊玖磨作曲「夕鶴」ハイライト つう役 

会場：岡山シンフォニーホール・イベントホール 

主催：岡山シンフォニーホール 

演出：羽山弘子 

○8月 2日 ヴェルディ作曲「運命の力」レオノーラ役 

 会場：サンパール荒川大ホール 

 主催：荒川交響楽団 

 指揮：小崎雅弘  演出：澤田康子 

○5月 17 日 ビゼー作曲「カルメン」ミカエラ役 

 会場：高津区民会館 

 主催：川崎市民オペラ 

○4月 26 日 ヴェルディ作曲「椿姫」ヴィオレッタ役 

 会場：ティアラこうとう大ホール 

 主催：江東オペラ 

 指揮：諸遊耕史  演出：土師雅人 



○4月 6日 モーツァルト・オペラコンサート 

 会場：秩父市伝承館 

 主催：秩父国際音楽祭 

○3月 8日 プッチーニ作曲「蝶々夫人」蝶々夫人役 

 会場：アステールプラザ・大ホール 

 主催：広島シティオペラ 

 

＜1213 年＞ 

○12 月 22 日 くらしき作陽大学・総社市包括協定締結 第 2回記念コンサート 

 会場：総社市民会館 

 主催：くらしき作陽大学・総社市包括協定締結第 2回記念コンサート実行委員会 

○12 月 8 日 ベートーヴェン作曲「第 9」ソプラノ・ソリスト 

 会場：岡山シンフォニーホール 

 主催：岡山シンフォニーホール 

 指揮：広上淳一 

 管弦楽：岡山フィルハーモニック管弦楽団 

○10 月 26 日 マスカーニ作曲「友人フリッツ」スゼール役 

 会場：深川江戸資料館 小劇場 

 主催：江東オペラ 

○9月 21 日 プッチーニ作曲「マノン・レスコー」マノン役 

 会場：江東区文化センター 

 主催：江東オペラ 

 指揮：諸遊耕史  演出：土師雅人 

 管弦楽：江東オペラ管弦楽団 

○5月 26 日 10 回記念ハートフルコンサート 

 会場：秩父ミューズパーク音楽堂 

 主催：子どもの放課後を豊かにする会 

○4月 27 日 ジョルダーノ作曲「アンドレア・シェニエ」マッダレーナ役 

 会場：ティアラこうとう 大ホール 

 主催：江東オペラ 

 指揮：時任康文  演出：馬場紀夫 

 管弦楽：江東オペラ管弦楽団 

○・3月 24 日 プッチーニ作曲「トゥーランドット」トゥーランドット役 

 会場：アステールプラザ大ホール 

 主催：広島シティオペラ 

 指揮：小崎雅弘 



 管弦楽：広島シティオペラオーケストラ 

○3月 1日 G・ヴェルディ生誕 200 年記念公演 オペラ・ガラコンサート 

 「アイーダ」ハイライト アイーダ役 

 主催：くらしき作陽大学音楽学部 

 会場：倉敷市芸文館 

 指揮：ダニエーレ・アジマン 

 管弦楽：くらしき作陽大学管弦楽団 

○2月 24 日 ベートーヴェン作曲「第 9」ソプラノ・ソリスト 

 会場：さくらぴあ大ホール 

 主催：さくらぴあ市民オペラ 

 指揮：磯部省吾 

 管弦楽：さくらぴあ市民オペラ管弦楽団 

○・2月 9日 オッフエンバック作曲「ロビンソン・クルーソー」デボラ役（日本初演） 

 会場：新国立劇場中劇場 

 主催：東京オペラプロデュース 

 指揮：石坂 宏 

 管弦楽：東京ユニヴァーサルフィルハーモニー管弦楽団 

 

＜2012 年＞ 

○12 月 9 日 ヴェルディ作曲「レクイエム」ソプラノ・ソロ 

 会場：市原市市民会場大ホール 

 主催：市原市楽友協会 

 指揮：山本康童 

 管弦楽：市原楽友協会オーケストラ 

○11 月 23 日 ワーグナー作曲 「ラインの黄金」フライア役 

 会場：サンパール荒川大ホール 

 主催：東京国際芸術協会 

 指揮：クリスチャン・ハンマー 

 管弦楽：TIAA 管弦楽団 

○9 月 26 日 作陽ファカルティコンサート・“イタリアの調べ”（蓮井求道・藤田卓也・羽

山弘子） 

 会場：ルネスホール 

 ピアノ：レオナルド・マルツァガリア 

○6月 24 日 プッチーニ作曲 「トスカ」トスカ役 

 主催：江東オペラ 

 会場：江東区文化センター 



 指揮：諸遊耕史 演出：土師雅人 

 管弦楽：江東オペラオーケストラ 

○4月 29 日 モーツァルト作曲 「魔笛」パミーナ役 

 主催：東京国際芸術協会 

 会場：サンパール荒川大ホール 

 指揮：クリスチャン・ハンマー 

 管弦楽：TIAA 管弦楽団 

○3月 4日 ビゼー作曲 「カルメン」カルメン役 

 主催：広島シティオペラ 

 会場：アステールプラザ大ホール 

 指揮：小林泰一郎 

 管弦楽：広島シティオペラオーケストラ 

○1月 14 日 プロコフィエフ作曲 「修道院での結婚」クララ役 

 主催：東京オペラプロデュース 

 会場：新国立劇場中ホール 

 指揮：飯坂純  演出：八木清一 

 管弦楽：東京ユニヴァーサルフィルハーモニー管弦楽団 

 

＜2011 年＞ 

○11 月 27 日 ラ・ヴィータ・ムジカーレ 10 周年記念オペラガラコンサート 

 会場：広島大学サタケメモリアルホール 

 主催：ラ・ヴィータ・ムジカーレ 

 指揮・演出：もりてつや. 

 管弦楽：ラ・ヴィータ・ムジカーレ管弦楽団 

○9月 24 日 ワーグナー作曲 「神々の黄昏」グートルーネ役 

 会場：サンパール荒川大ホール 

 主催：東京国際芸術協会 

 指揮：クリスチャン・ハンマー 

 管弦楽：TIAA 管弦楽団 

○9月 11 日 羽山晃生・羽山弘子 コンサート 

 会場：ホテルオークラ 

 主催：ホテルオークラ 

○9月 9日 羽山晃生・羽山弘子 コンサート 

 会場：岡谷グランドホテル 

 主催：岡谷 9条の会 

 



 

 

コンクール審査員 

 ・第 5回、第 6回、第７回、第 8回、第９回東京国際声楽コンクール東中国地区予選 審   

査員 

 ・第 48、49 回岡山県学生音楽コンクール 声楽部門 審査員 

 ・第 29 回、第 32 広島県高等学校独唱コンクール 審査員 

 ・第 41 回広島県アンサンブルコンテスト 

 ・第 71 回郡山市小・中学校音楽合唱祭（NHK 全国合唱コンクール・郡山市予選 

 

その他 

○ヴォイス・トレーナーとしての指導 

・郡山市立第五中学校（2013～2016） 

（2013年第66回全日本合唱コンクール 混声部門第１位文部科学大臣賞および女声部門第

１位文部科学大臣賞。 2013年第80回 NHK全国学校音楽コンクール全国大会 第２位銀賞。 

2014年第67回全日本合唱コンクール 混声部門第１位文部科学大臣賞および女声部門第１

位文部科学大臣賞。 2014 年第 81 回 NHK 全国学校音楽コンクール全国大会 第２位銀賞。

2015年第68回全日本合唱コンクール 混声部門第１位文部科学大臣賞および女声部門第１

位文部科学大臣賞。 2015 年第 81 回 NHK 全国学校音楽コンクール全国大会 第２位銀賞。 

2016年第69回全日本合唱コンクール 混声部門第１位文部科学大臣賞および女声部門第１

位文部科学大臣賞。 2016年第82回 NHK全国学校音楽コンクール全国大会 第２位銀賞。） 

・札幌市立琴似中学校（2017 年） 

・札幌市立手稲東中学校（2017 年） 

・札幌山手高校（2017 年） 

 

○自身の企画・指導・伴奏による門下生の発表会を 19 年間毎年行っている（2017 年現在） 

（第１～９回：秩父ミューズパーク音楽堂、第 10、11 回：カザルスホール、第 12 回：四

谷区民ホール、第 13 回：渋谷区文化総合センター大和田さくらホール、第 14～19 回：浜

離宮朝日ホール） 

 


