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単著共著

の別

（リサイタル）

志鷹美紗ピアノリサイタル

（コンサート）
ウイーザス荻窪10月誕生会コ
ンサート

ちいさながんばりやさんのコ
ンサート

「人の心に平和のとりでを築
くコンサート」
志鷹美紗ピアノリサイタル

中山みどり推薦演奏家シリー
ズIV
Violin & Piano Concert

平28.11.9

平28.10.23

協賛：NPO法人 音楽は平和を運ぶ
＜曲目＞
ベートーヴェン：ピアノソナタ第17番「テンペスト」

＜曲目＞

老人ホーム「ウイーザス荻窪」でのイベントにおいて、ゲスト
としてピアノ演奏。

主催：中山みどりアートハウス

＜曲目＞
リスト：3つの演奏会用練習曲より「ため息」

リスト：ラ・カンパネッラ

リスト：ラ・カンパネッラ

モーツァルト：トルコ行進曲
ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

モーツァルト：トルコ行進曲

概　　　　　　　　要

平28.12.18 主催：アルペンミュージックオフィス

子どもたちの演奏にコメントと講評、およびゲストとしてピア
ノ演奏。

ウイーザス荻窪 ＜曲目＞

東京

教育研究業績書

発行所、発表雑誌又は発表
学会等の名称

ベートーヴェン：ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」

ゲバントホール

発行又は発表
の年月

広島

東京
銀座王子ホール

シベリウス：ロマンス

ショパン：幻想曲
ショパン：子守歌
ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

ショパン：バラード 第2番 ヘ長調 Op.38

平29.9.2 主催：アルペンミュージックオフィス
＜曲目＞

リスト：ラ・カンパネッラ

ショパン：バラード 第3番 変イ長調 Op.47
ショパン：バラード 第4番 ヘ短調 Op.52

ショパン：バラード 第1番 ト短調 Op.23

ベートーヴェン：ピアノソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57

シベリウス：樅の木

文部省唱歌：冬の夜

東京

文部省唱歌：冬の夜

ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番「春」

モシュコフスキー：火花

モーツァルト：トルコ行進曲

ショパン：子守歌
リスト：ラ・カンパネッラ

リスト：ラ・カンパネッラ

ショパン：子守歌

広島

平28.12.12

平28.12.11

日本の秋の歌メドレー

＜曲目＞

ピアノソロ、および井阪美恵氏(ヴァイオリン)と共演

シベリウス：ロマンス

ヤマハミュージック
広島店 3Fサロン

大泉学園
ゆめりあホール

長野
白馬東急ホテル

白馬東急ホテル新生20周年
Anniversary 感謝祭 ディ
ナーコンサート



     氏名　　　　　志鷹　美紗

著書、学術論文等の名称
単著共著

の別
概　　　　　　　　要

教育研究業績書

発行所、発表雑誌又は発表
学会等の名称

発行又は発表
の年月

（室内楽）

（伴奏）
ガラコンサート

トリオ・プリマヴェーラ
コンサート

シュトラウス：オペラ≪ナクソス島のアリアドネ≫ ツェルビ
ネッタのアリアより

（Vn.川村伸子 Vc.高橋麻理子 Pf.志鷹美紗）

ヴォルフ：捨てられた乙女

『エリザベト音楽大学 進学
ガイダンス 教員によるコン
サート』

ピアノソロ、および万代 恵子 専任講師(フルート)、羽山 弘
子 准教授(声楽)、赤坂 達三 教授(クラリネット)の伴奏

モーツアルト：静けさはほほえみつつ

テレマン：無伴奏フルートのための12のファンタジーより

ラ・フォル・ジュルネ・オ・
ジャポン2017 エリアコン
サート

新丸ビル3Fアトリウ
ム

ヴォルフ：秘めた愛

モーツアルト：すみれ

フォーレ：ファンタジー　作品79
フォーレ：コンクール用小品

　プレリュード op.35 no.4
　無言歌 op.53 no.2

エリザベト音楽大学
セシリアホール

南麻布セントレホー
ル

平29.6.17

フォーレ：ファンタジー　Op.79

グリエール： ヴァイオリンとチェロの為の８つの小品 op.39

＜曲目＞

テレマン：第9番　ホ長調　TWV 40:10

H29.6.23 広島

シューベルト： ピアノ三重奏曲第一番 D.898

メンデルスゾーン：3つの小品（Ernst Naumann編曲）

　無言歌 op.38 no.6
ショパン： バラード 第二番 op.38

　第一楽章 Allegro moderato

　第三楽章 Scherzo: Allegro
　第四楽章 Rondo: Allegro vivace

　第二楽章 Andante un poco mosso

プーランク：クラリネットソナタより　第3楽章

ショパン：ワルツ第19番　イ短調　「遺作」

モーツァルト：静けさはほほえみつつ／すみれ

ショパン：バラード第1番　ト短調　Op.23
サン・サース：クラリネットソナタより　第2楽章

ショパン：バラード第4番　ヘ短調　Op.52

ヴォルフ：秘めた愛

＜曲目＞

山口 ピアノソロ、および小林 良子 専任講師(声楽)、万代 恵子 専
任講師(フルート)、赤坂 達三 教授(クラリネット)の伴奏

ショパン：バラード 第3番 変イ長調 Op.47
フォーレ：ファンタジーOp.79

大名MKホール
＜曲目＞
テレマン：12のファンタジーより第9番　ホ長調

サン・サーンス：クラリネットソナタより 第2楽章
プーランク：クラリネットソナタより 第3楽章

＜曲目＞
ショパン：マズルカ第30番　ト長調　Op.50-1

シュトラウス：献呈
ヴェルディ：「アイーダ」より<勝ちて帰れ>

ショパン：マズルカ第31番　変イ長調　Op.50-2

ショパン：ワルツ第6番　変ニ長調　Op.64-1　「子犬のワル

平29.5.27

ショパン：マズルカ第32番　嬰ハ短調　Op.50-3

東京

＜曲目＞

平29.7.2 出演：Trio Primavera

福岡

東京

『エリザベト音楽大学 進学
ガイダンス 教員によるコン
サート』

アスピラート
防府市地域交流セン
ター

平29.5.4
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（レッスン）
ディスカバリーレッスン

アドバイスレッスン

（録音）

（審査）

平29.6.24 広島 全部門を審査

平28.9.24

平29.1.9

平29.2.18

広島
ガレンホール

平29.8.26 広島 小学生の部を審査
西区民文化センター

呉市文化ホール

＜主催＞

4歳から大学受験生までを対象としたレッスン

カワイ広島

＜主催＞
ヤマハ広島

エリザベト音楽大学
ザビエルホール

平28.11.19 広島 幼児・C部門を審査

広島
ヤマハ広島

広島
カワイ広島

第34回中国ユース音楽コン
クール　ピアノ部門　本選

第33回JPTAピアノオーディ
ション山陽地区予選

カワイ広島presents 志鷹美
紗ワンポイントアドバイス
レッスン

第34回中国ユース音楽コン
クール ピアノ部門 呉地区
予選


