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単著共著
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広島交響楽団

音楽鑑賞教室 グリーグ：ペールギュントより「朝」、「山の魔王の宮殿にて」　ほか

ひろしまオペラルネッサンス G.プッチーニ：修道女アンジェリカ
G.プッチーニ：ジャンニ・スキッキ

人の心に平和のとり
でを築くコンサート

ラベル：ラ・ヴァルス　ほか

第九ひろしま2016 ベートーヴェン：交響曲第9番ニ短調

エネルギアドリームコンサート 星に願いを　　マンボジャンボ～エルクンバンチェロ　ほか

マイタウンコンサート エルガー：「威風堂々」行進曲第1番

ビゼー：カルメン～第1幕への間奏曲　　ほか

広響ファミリーコンサート

　

サウンド・オブ・ミュージック　メドレー　ほか

JAF会員のための音楽
会　音楽日和

スメタナ：交響詩「モルダウ」より

ディスカバリーシリーズ メシアン：７つの俳諧　ほか

第369回定期演奏会 ブルックナー：交響曲第8番

広響ポップスコンサート オールウェイズ・ラブ・ユー レット・イット・ゴー～ありのままで～ ほ
か

新ディスカバリーシリーズ
黄昏の維納（ｳｲｰﾝ）

スッペ：喜歌劇「ｳｲｰﾝの朝昼晩」序曲

NHKいのちのうた2017 365日の紙飛行機　ほか

オーケストラと遊ぼう ピーターパンのオーバーチュア　ほか

その他オーケストラ

岡山ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸ管弦楽団
第51回定期演奏会

ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ：幻想序曲「ロメオとｼﾞｭﾘｴｯﾄ」　ほか

デンマーク・日本
国交樹立150周年記念事業

広島バレエ公演

ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ:くるみ割り人形

はつかいち平和コン
サート２０１７

シベリウス：カレリア組曲より「行進曲風に」　ほか

ｳﾞｨｰﾀ･ﾑｼﾞｶｰﾚ・ｵﾍﾟﾗ
第14回公演

G.プッチーニ：蝶々夫人

広島シティーオペラ
第9回公演

G.プッチーニ：ラ・ボエーム

コジマ・ムジカ・コレギア 広島 メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲ホ短調　第1楽章

第27回定期演奏会 JMSアステールプラザ リスト：ピアノ協奏曲第1番ホ長調　　ほか

大ホール

広島ウインドオーケストラ

第46回定期演奏会 広島 C.T.スミス：ルイ・ブルジョワの賛美歌による変奏曲

エリザベト音楽大学 マスランカ：交響曲第4番　　ほか

セシリアホール
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H28.9.24 広島
せら文化センター

H28.11.26,27 広島
JMSアステールプラザ
大ホール

H28.12.3 広島
広島文化学園HBGホール

H28.12.18 広島
サンプラザホール

H28.12.20 鳥取
とりぎん会館　梨花ホール

H29.2.11 広島
安芸区民文化センター

H29.2.12 広島
佐伯区民文化センター

H29.3.11 広島
安佐南区民文化センター

H29.3.12 広島
東区民文化センター

H29.8.8. 広島
JMSアステールプラザ
大ホール

H29.1.22 広島
広島文化学園HBGホール

H29.3.9 広島
JMSアステールプラザ
大ホール

H29.4.14 大阪
ザ・フェニックスホール

H29.4.16 広島
広島文化学園HBGホール

H29.4.29 広島
国際会議場
フェニックスホール

H29.6.2 広島
JMSアステールプラザ
大ホール

H29.7.20 広島
広島文化学園HBGホール

H29.9.19 岡山
玉島文化センター

H29.1.15 岡山
岡山シンフォニーホール

H29.7.29 広島
上野学園ホール

H29.7.30 広島
はつかいち文化ホール
さくらぴあ

H29.2.4 広島
東広島芸術文化ホール
くらら大ホール

H29.3.18-19 広島
JMSアステールプラザ
大ホール

H29.9.1

H28.11.12
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課題曲講習会＆ミニコンサート 鳥取 平成29年度全日本吹奏楽コンクール課題曲　全曲　ほか

米子市公会堂

第47回定期演奏会　　 広島 A.リード：アルメニアンダンス　全曲　ほか

JMSアステールプラザ

大ホール

その他コンサート
大瀬戸千嶋 広島 ドラムセットでのサポート

クリスマスディナーショー オリエンタルホテル

アンサンブル・ペガサス・トウキョウ 広島 酒井格：たなばた　ほか

第9回演奏会広島公演 安芸区民文化センター

ひろしま横川芸術祭 広島 村松崇継：ランド

マリンバパラダイス 西区民文化センター 久石譲：サマー　　ほか

～マリンバの響き～ スタジオ

エリザベト音楽大学 広島 ビゼー：カルメン　ほか

サクソフォーンﾗｰｼﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ エリザベト音楽大学

セシリアホール

打楽器専攻生有志による エリザベト音楽大学 N.ウエストレイク：Omphalo Centric Lecture

打楽器アンサンブル　Trip！ ザビエルホール

平野公崇氏と門下生による 広島 A.グラズノフ：「四季」より秋　　ほか

サキソフォンﾗｰｼﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ エリザベト音楽大学

エリザベト音楽大学 広島 W.テーリヘン：ティンパニ協奏曲　作品３４

コンサートシリーズ エリザベト音楽大学

ガラコンサート セシリアホール

広島中央合唱団 広島 Will Todd：Mass in Blue

第52回定期演奏会 安芸区民文化センター 　ビッグバンド　ドラム奏者として出演

ホール

文化庁派遣事業

本川小学校 3年生2クラス、4年生2クラス、合計４クラスの音楽授業を担当

本川小学校音楽鑑賞教室 全校児童対象　音楽鑑賞教室

審査

第54回中国中学校・高等学校 広島

吹奏楽まつりinさくらぴあ はつかいち文化ホール

さくらぴあ

第10回山口県総合芸術文化祭 山口

第40回全日本アンサンブルコンテスト 不二輸送機ホール

　山口県大会　中学校の部

第17回地区中学校吹奏楽コンクール 福岡

第62回福岡吹奏楽コンクール 福岡市民会館

中学校の部　予選

山口県総合芸術文化祭２０１７ 山口

第56回山口県吹奏楽コンクール 下関市民会館

中学校の部

講習会

徳島　打楽器講習会 徳島 国府中学校・城東中学校・城南高校　ほか中高生対象

島根　大田地区打楽器講習会 島根 大田一中、大田二中、大田西中、大田高校、仁摩高校

島根　出雲地区打楽器講習会 島根 出雲一中、出雲二中、出雲高校　ほか中高生対象

島根　大田地区打楽器講習会 島根 大田一中、大田二中、大田西中、大田高校、仁摩高校

徳島　打楽器講習会 徳島 国府中学校・城東中学校・城南高校　ほか中高生対象

H29.4.22

H29.5.27

H28.12.24・25

H28.9.22

H29.2.23

H29.2.26

H29.3.5

H29.6.23

H29.7.16

H29.5.17・18

H29.5.23

H28.11.13

H28.12.26

H29.7.24-25

H29.78.4-6

H28.12.28-29

H29.5.20-21

H29.6.10-11

H29.7.1-2

H29.7.8-9
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ワークショップ

安芸区民文化センター 広島 企画および講習会講師として参加。

打楽器ワークショップ 安芸区民文化センター ３日間の講習に加えて最終日の修了コンサートにも出演。

雑誌論文 単著 音楽の友社 特集「パート」のクオリティを１２０％UPさせよう

バンドジャーナル 　吹奏楽・打楽器パートにおけるパート練習について　PP.38～39

7月号　特集記事

H29.5.5-7

H29.6


