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主 な 演 奏 歴 
 

名称 年月日 形態 会場 概   要 

デンマーク・ピアノ音楽 1998. 06. 05 リサイタル 
カール・ニールセン音楽

院 コンサートホール 

ニールセンを含むデンマーク人作曲家作品 

（“ニールセン国際コンクール”関連コンサート） 

ピアノコンサート 1998. 06. リサイタル 
イタリア、ローマ ダンスケ

インスティチュート 
ニールセンを含むデンマーク人作曲家作品 

カール・ニールセンの光 1999. 04. 08 リサイタル 
オーデンセ 

音楽図書館ホール 
ニールセンを含むデンマーク人作曲家作品 

ショパン・ショパン 1999. 06. 15 リサイタル 
オーデンセ 

音楽図書館ホール 
ショパン： 「エチュード、Op.25」「バラード」等 

小さなコンサート 
1999. 07. 

07-09 

ソロ・ショート 

コンサート 
ドイツ 

グリュックスボー城 
メンデルスゾーン、ショパン、オルセン作品等 

ＣＤレコーディング “カ

ール・ニールセンの光” 
1999. 07. 

26-27 
ソロピアノ 

カール・ニールセン音楽

院 コンサートホール 
ニールセンを含むデンマーク人作曲家作品 

８本の手・１本の足 1999. 08. 25 
４人のピアニス

トによる連弾等 
オーデンセ 

音楽図書館ホール １手～８手ピアノ作品 （兼プロデュース） 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
1999. 11. 11 

コンチェルト 

協演＋ソロ 
オーデンセ 

コンサートハウス 

ジョン・アダムス： 「ピアノコンチェルト  

“Century Rolls”」（デンマーク初演）＋ソロ作品 

デビューコンサート 1999. 12. 10 リサイタル 
コペンハーゲン 

ラウンドタワー 
ニールセン、ベートーヴェン、ショパン作品等 

ピアノコンサート 2000. 01. 13 リサイタル 
リンゲ 

グールホイ ニールセン、サトウ、ベートーヴェン作品等 

デンマークアコーディオ

ンアカデミー コンサート 
2000. 04. 26 ソロピアノ 

ビアケリュド 

マンチュースホール 
バッハ、モーツァルト作品等 （ゲスト出演） 

オイゼビウス？フロレス

タン 
2000. 05. 11 リサイタル 

オーデンセ 

音楽図書館ホール 
シューマン： 「謝肉祭、Op.9」等 

視覚のある耳 2000. 08. 30 
ソロ・ショート 

コンサート 
オーデンセ 

クンストホンベアク 
ピアノと映像（他アーティストによる）の共演 

幻想旅行 

“見えない都市” 
2001. 03. 

ソロピアノ、カ

ウンターテナー 
オーデンセ 

音楽図書館ホール 

イタロ・カルヴィーノの小説「見えない都市」をベ

ースにしたプロジェクトコンサート 

プロムジカ・コンサート 2001. 05. 室内楽 
オーデンセ 

コンサートハウス 
イェスパー・ノーディン作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2001. 06. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

室内楽コンサート 2001. 07. 15 リサイタル 
ドローニングルンド 

ドルフガンムルスコーレ モーツァルト、サトウ、シューマン作品等 

サマーコンサート 2001. 07. 26 リサイタル 
スカーエン 

スカーエンミュージアム モーツァルト、サトウ、シューマン作品等 

スベンボー・フェストデイ

コンサート 
2001. 08. 08 リサイタル 

スベンボー 

ボーアフレイニンゲン 
モーツァルト、サトウ、シューマン作品等 

ピアノへの招待 2001. 09. 15 
ソロ・ショート 

コンサート 
アスコウ 

ミュージックセンター 

シューマン作品 

（“北欧音楽シンポジウム”関連コンサート） 

クリスマスコンサート 2001. 12. 
ソロ・ショート 

コンサート 
オーデンセ 

リーシングスコーレ 
モーツァルト、プーランク作品等 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2002. 01. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

ハウフェルツ教授 

記念シンポジウム 
2002. 03. 08 ソロピアノ 

オーデンセ 

大学病院オーディトリウム 
モーツァルト作品等 （ゲスト出演） 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2002. 03. 27 

コンチェルト 

協演 
オーデンセ 

コンサートハウス 

マルティヌー： 「２つの弦楽オーケストラ、 

ピアノ、ティンパニのためのコンチェルト」 

ピアノコンサート 2002. 04. 14 リサイタル 
アーレリュド 

エングホルム教会 モーツァルト、プーランク、シューマン作品等 

ピアノの夕べ 2002. 04. 18 リサイタル 
エスペルゲア 

イーエベックスヴァン教会 モーツァルト、プーランク、シューマン作品等 

オーデンセ交響楽団 

ＣＤレコーディング 
2002. 04. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス オーケストラ作品 
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オーデンセ交響楽団 

ＣＤレコーディング 
2002. 05. 

01-03, 06-07 
オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 

ポール・ロブシング・オルセン：  

オペラ「ベリッサ」 

オーデンセ交響楽団 

ＣＤレコーディング 
2002. 05. 

13-17 
オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 

ポール・ルーダース： 「ギター・コンチェルト第

二番 “パガニーニ変奏曲”」 「海中の都市」 

オーデンセ交響楽団 

ＣＤレコーディング 
2002. 05. 

21-22 
オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 

イェスパー・コック：  

「イン・メモリアム」 「空の下のアリス」 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2002. 05. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2002. 05. オーケストラ 

コペンハーゲン 

チボリ・コンサートホール 
オーケストラ作品 

インタラクティブ・ミュー

ジックコンサート 
2002. 06. 12 

ソロピアノ＋ 

コンピューター 
カール・ニールセン音楽

院 コンサートホール 

シュウ・マツダ：  

「ピアノとコンピューターのための“Deep Blue”」 

ＭＩＸ. ０２ 2002. 06. 14 
ソロピアノ＋ 

コンピューター 
オーフス 

ミュージックハウス 

シュウ・マツダ：  

「ピアノとコンピューターのための“Deep Blue”」 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2002. 08. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス オーケストラ作品 

佐藤敏直 

メモリアルコンサート 
2002. 10. 04 リサイタル 

ハンガリー、ブダペスト 

コダーイ音楽学校 佐藤敏直ピアノ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2002. 10. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2002. 10. オーケストラ 

ヴァイレ 

テアターホール 
オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2002. 11. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

アンスガース教会 

１００年記念コンサート 
2002. 11. 20 

ピアノ＆ 

オルガン 
オーデンセ 

アンスガース教会 

フランク： 「ピアノとオルガンのためのプレリュ

ード、フーガ、ヴァリエーション」 

オーデンセ交響楽団 

ＣＤレコーディング 
2002. 11. 

25-28 
オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
イェスパー・コック： 「ある夏の日の思い出」 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2003. 01. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2003. 02. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2003. 02. オーケストラ 

ヴァイレ 

テアターホール オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

ＣＤレコーディング 
2003. 05. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2003. 06. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス オーケストラ作品 

ピアノコンサート 2003. 07. 23 
ソロ・ショート 

コンサート 
トゥナー、ギムナジウム・

フェストホール 

ニールセン、ドビュッシー作品等 

（“Kor72サマーコース”関連コンサート） 

Kor72サマーコース 

コンサート 
2003. 07. 25 伴奏 

トゥナー、ギムナジウム・

フェストホール 

オルフ： 「カルミナ・ブラーナ」 

（２台のピアノと打楽器による） 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2003. 08. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2003. 10. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

ピアノコンサート 2003. 11. 05 リサイタル 
オーレルップ 

エフタスコーレホール ニールセン、ショパン、リスト作品等 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2004. 01. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

ピアノコンサート 2004. 02. 22 リサイタル 
ベドベック 

ガンムルホルテ教会 モーツァルト、ショパン、グラナドス作品等 
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オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2004. 02. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

プロムジカ・コンサート 2004. 03. 09 室内楽 
オーデンセ 

コンサートハウス 
ハルトマン、コッペル作品 

ピアノコンサート 2004. 04. 27 リサイタル 
グレノー、カルチャーハウ

ス・パビローネン 
ルーダース、グラナドス、リスト作品等 

ＣＤレコーディング “ア

ンデルセンの世界”１ 
2004. 08. 

07-08, 14-15 
ソロピアノ 

カール・ニールセン音楽

院 コンサートホール アンデルセン童話にちなんだピアノ作品 

プロムジカ・コンサート 2004. 09. 28 室内楽 
オーデンセ 

コンサートハウス 
ブラームス： 「ピアノ五重奏、Op.34」 

ピアノコンサート 2004. 10. 03 リサイタル 
ハーダースレウ、セミナリ

ウム・フェストホール モーツァルト、プーランク、シューマン作品等 

ＣＤレコーディング “ア

ンデルセンの世界”２ 
2004. 10. 

16-17, 23-24 
ソロピアノ 

カール・ニールセン音楽

院 コンサートホール 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2004. 11. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2004. 12. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

ＣＤレコーディング 

“ダンス・フォー・ツー” 
2005. 03. 06 ピアノ連弾 

徳島、阿南市文化会館 

夢ホール キャサリン・ロリン： 「ダンス・フォー・ツー」 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2005. 04. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス オーケストラ作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2005. 05. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス オーケストラ作品 

室内楽コンサート 2005. 06. 室内楽 
スベンボー 

ミュージックスコーレ 
ブラームス： 「ピアノ三重奏、Op.114」 

サマーコンサート 2005. 07. 28 リサイタル 
スカーエン 

スカーエンミュージアム 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品 

土曜マチネ 2005. 09. 03 
ソロ・ショート 

コンサート 
オーデンセ 

ピアノテーケット 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品＋ 

作家モーンス・アンドリーセン氏による講演 

オーデンセ交響楽団 

ＣＤレコーディング 
2005. 09. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス 
オーケストラ作品 

エスビャーアンサンブル

コンサート 
2005. 09. 27 室内楽 

ヴァイエン 

クンストミュージアム モーンス・クリステンセン作品 

エスビャーアンサンブル

コンサート 
2005. 09. 28 室内楽 

エスビャー音楽院 

コンサートホール モーンス・クリステンセン作品 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2005. 10. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス オーケストラ作品 

アンデルセンの世界 2005. 11. 07 リサイタル 
オーフス 

ディアコンホイスコーレン 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品 

アンデルセンと音楽 2005. 11. 
ソロ・ショート 

コンサート 
フレデリクスビャー 

ミュスティングスハウス 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品＋ 

作家モーンス・アンドリーセン氏による講演 

ピアノとトークでつづる

“アンデルセンの世界” 
2006. 02. 

04-05 

ソロピアノ 

＋トーク 
東京 

トッパンホール 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

（「アンデルセン生誕 200年展」記念コンサート） 

アンデルセン童話 

コンサート 
2006. 02. 26 

ソロピアノ 

＋トーク 
千葉、ふなばしアンデル

セン公園 アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

オーデンセ交響楽団 

コンサート 
2006. 04. オーケストラ 

オーデンセ 

コンサートハウス オーケストラ作品 

アンデルセンの世界 2006. 11. 12 リサイタル 
ベドベック 

ガンムルホルテ教会 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品 

メルヘンの丘コンサート 2007. 03. 21 
ソロピアノ 

＋トーク 
千葉、ふなばしアンデル

セン公園 アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

アンデルセンの世界 2007. 04. 25 リサイタル 
ファールム 

テアターホール 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品 
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カルミナ・ブラーナ 
2007. 05.  

17-18 
伴奏 

スベンボー、クロイヤー

ス・パックハウス 

オルフ： 「カルミナ・ブラーナ」 

（２台のピアノと打楽器による） 

鶴岡音楽祭・２００８ 2008. 02. 02 
ソロピアノ 

＋インタビュー 
山形 

鶴岡市文化会館 
佐藤敏直ピアノ作品 （ゲスト出演） 

ふなばし音楽フェスティ

バル・２００８ 
2008. 02. 24 リサイタル 

千葉、船橋市高根台公民

館講堂 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品 

親子 

クラシックコンサート 
2008. 03. 23 

ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

上尾市児童館こどもの城 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

フレデリクスベアク音楽

祭・土曜マチネ 
2008. 07. 05 

ソロ・ショート 

コンサート 
フレデリクスベアク 

ギエットフーセット 
ニールセン、ボルケヴィッチ、シューマン作品等 

クラシックコンサート 2008. 09. 14 リサイタル 
ヨーリング、ヴェンシュッセ

ル・クンストミュージアム アンデルセン童話にちなんだピアノ作品 

ピアノ  

クラシックコンサート 
2008. 12. 07 

ソロピアノ 

＋トーク 
愛知、安城産業文化公園 

デンパーク 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

クリスマス 

ピアノコンサート 
2008. 12. 14 

ソロピアノ 

＋トーク 
岡山 

倉敷チボリ公園 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

第３０回記念 

スタディコンサート 
2009. 01. 24 

ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

桶川市民ホール 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

アン・de コンサート 2009. 10. 25 
ソロピアノ 

＋トーク 
千葉、ふなばしアンデル

セン公園 アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

音楽とワインの夕べ 2010. 06. 02 
ソロピアノ 

＋トーク 
東京 

中目黒 GTプラザホール アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

アンデルセンコンサート 2010. 09. 18 
ソロピアノ 

＋講演会 
新潟 

アミューズメント佐渡 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

「デンマークの教育・社会保障制度から学ぶ」 

ニューイヤーコンサート 2011. 01. 16 
ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

上尾市立大石公民館 

リスト、モーツァルト、ニールセン作品等と 

デンマークのお話 （写真映像つき） 

ピアノと朗読で紡ぐ 

アンデルセンの世界 
2011. 04. 12 

ソロピアノ 

＋トーク 
愛知 

宗次ホール 

デンマーク人作曲家作品＋ 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品 

がんばろう日本！東日

本復興支援コンサート 
2011. 10. 10 

ソロピアノ 

＋日本舞踊 
埼玉、上尾市コミュニティ

センターホール 

佐藤敏直ピアノ作品 

（上尾芸術協会 第２１回定期公演） 

ピアノで語るアンデルセ

ン童話 
2011. 12. 03 

ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

上尾市立平方公民館 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

新春 コンサート＆講演 

“北欧デンマーク” 
2012. 03. 17 

ソロピアノ 

＋講演会 
埼玉 

花久の里 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

「デンマークの社会保障と税」 

おめでとうパーティー 

アンデルセンコンサート 
2012. 03. 22 

ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

かすが保育園 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

ドビュッシー生誕１５０

年記念コンサート 
2012. 06. 16 

ソロピアノ＋ 

アンサンブル 
埼玉、上尾市コミュニティ

センターホール 

ドビュッシー作品 

（上尾芸術協会 第２２回定期公演） 

アンデルセンの世界へ

ようこそ 
2012. 08. 28 

ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

上尾市立上平公民館 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

アンデルセンの世界を

楽しむ 
2012. 10. 07 

ソロピアノ 

＋トーク 
東京、カワイミュージック

スク－ル レプレ新宿 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

（北欧音楽＆文化講座 Vol. 1 「デンマーク」） 

女声合唱団 

コーラスいくた演奏会 
2012. 11. 16 伴奏 

東京 

パルテノン多摩 

大中恩、小林秀雄、木下牧子、佐藤敏直作品

等 

山手１１１番館 

クリスマスコンサート 
2012. 12. 08 

ソロピアノ 

＋トーク 
神奈川 

山手１１１番館 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

「デンマークのお話」 

３０周年記念コンサート 

“芸協 今昔物語” 
2013. 04. 21 ソロピアノ 

埼玉、上尾市コミュニティ

センターホール 

ポール・ルーダース、ヨーク・ボウエン作品 

（上尾芸術協会 第２３回定期公演） 

音の絵本 ティーパーテ

ィコンサート 
2013. 06. 07 

ソロピアノ 

＋トーク 
広島アンデルセン 

スカンジナビアホール 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

「デンマークのお話」 

文化センター 

ランチタイムコンサート 
2013. 12. 23 室内楽 

埼玉 

上尾市文化センター 

ヴァイオリン、クラリネット、ピアノによるアンサ

ンブル （上尾市市制施行５５周年記念） 
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主 な 演 奏 歴 
 

名称 年月日 形態 会場 概   要 

オカリナとピアノのハー

モニー 
2014. 10. 10 室内楽 

埼玉 

上尾市立平方公民館 

オカリナとピアノによるアンサンブル 

（さいたまの民話「ほたるの笛」は影絵つき） 

アッピー 

キャラバンコンサート 
2014. 10. 22 室内楽 

埼玉、介護老人福祉施設

しののめ 
ヴァイオリンとピアノによるアンサンブル 

オータムコンサート 

“アンデルセンの世界” 
2014. 11. 22 

ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉、上尾市文化センタ

ー 小ホール 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

朗読「人魚姫」 （ゲストによる） 

カンターレ・オカリーナ

の集い “彩り” 
2014. 12. 04 室内楽 

埼玉、彩の国さいたま芸

術劇場 音楽ホール 
オカリナとピアノによるアンサンブル 

あげおクラシックコンサ

ート 
2014. 12. 23 

室内楽 

＋ソロピアノ 
埼玉、上尾市コミュニティ

センターホール 

ヴァイオリン×２、セルパン、チューバ、ピアノに

よるアンサンブル （兼企画・制作） 

混声合唱団 

南生田コーラス演奏会 
2015. 05. 09 ソロピアノ 

神奈川 

麻生文化センター 

ニールセン、佐藤敏直作品 

（創立３５周年記念、ゲスト出演） 

シュヴァイツァーに捧ぐ 2015. 08. 01 伴奏 
山形 

出羽庄内国際村 

シューベルト、シューマン、ドニゼッティ作品等 

（没後５０周年記念コンサートと講演会） 

Saturday 

ファミリーコンサート 
2015. 11. 07 室内楽 

埼玉 

上尾市立原市公民館 オカリナとピアノによるアンサンブル 

あげおクラシックコンサ

ート 
2015. 12. 20 

室内楽 

＋ピアノ連弾 
埼玉、上尾市コミュニティ

センターホール 

ヴァイオリン、マリンバ、パーカッション、ピアノ、

ピアノ連弾によるアンサンブル （兼企画・制作） 

ニューイヤーコンサート 2016. 01. 09 室内楽 
埼玉 

上尾市立大石公民館 

ヴァイオリン、セルパン、チューバ、ピアノによる

アンサンブル 

ニューイヤー スタイン

ウェイ ピアノコンサート 
2016. 01. 17 

ソロピアノ 

＋室内楽 
埼玉、上尾市文化センタ

ー 大ホール 

ドビュッシー、ショパン、リスト作品等 

（第２部：魅惑のフィギュアスケート・クラシック） 

ピアノ＆マリンバコンサ

ート 
2016. 04. 16 

室内楽 

＋ソロピアノ 
埼玉 

花久の里 

マリンバ、スティールパン、ピアノによるアンサ

ンブル 

ジョイフル・クラシック 2016. 06. 19 室内楽 
埼玉、上尾市文化センタ

ー 小ホール 

オカリナ、セルパン、チューバ、ピアノによるア

ンサンブル 

納涼 Classic Concert 2016. 08. 26 室内楽 
埼玉、サウスピア 

多目的ホール オカリナとピアノによるアンサンブル 

Saturday コンサート 2016. 10. 22 室内楽 
埼玉 

上尾市立原市公民館 

マリンバ、スティールパン、ピアノによるアンサ

ンブル 

アンデルセン展 

レセプションコンサート 
2017. 04. 21 ソロピアノ 

神奈川 

川崎市市民ミュージアム 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

お出かけ！ パーカッシ

ョン★ファンタジー 
2017. 05. 20 室内楽 

埼玉、上尾市児童館こど

もの城＆アッピーランド 

マリンバ、スティールパン、ピアノによるアンサ

ンブル 

ピアノ＆マリンバコンサ

ート 
2017. 05. 28 

室内楽 

＋ソロピアノ 
埼玉 

花久の里 

マリンバ、スティールパン、ピアノによるアンサ

ンブル 

パーカッション★ファン

タジー 
2017. 06. 04 室内楽 

埼玉、上尾市コミュニティ

センターホール 

パーカッション×２、ピアノ、トランペット、合唱に

よるアンサンブル （公社設立３０周年記念） 

コミセン 

キャラバンコンサート 
2017. 07. 25 室内楽 

埼玉 

上尾中央第二病院 

マリンバ、スティールパン、ピアノによるアンサ

ンブル 

AGEBUN 

キャラバンコンサート 
2017. 08. 01 室内楽 

埼玉 

上尾中央総合病院 

マリンバ、スティールパン、ピアノによるアンサ

ンブル 

ニューイヤーコンサート 

～動物の謝肉祭～ 
2018. 01. 28 室内楽 

埼玉、上尾市文化センタ

ー 大ホール 

サン＝サーンス「動物の謝肉祭」（オリジナル室

内楽版）等 （文化センターリニューアル記念） 
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そ の 他 
 

名称 年月日 形態 会場 概   要 

教育活動、講演会 

ニールセンとの出会い 2003. 11. 05 
ソロピアノ 

＋楽曲解説 
オーレルップ 

エフタスコーレ 

ニールセン、サトウ、ショパン作品等の演奏と 

お話 （授業の一環として） 

アンデルセンの世界 2007. 03. 07 
ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

上尾市立大石北小学校 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

（全校授業の一環として） 

ミニミニ世界一周 

“デンマーク” 
2007. 03. 18 

ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

上尾市立上尾公民館 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

デンマークについて 

デンマークについて 
2008. 06. 

10-11 

ミニコンサート

＋トーク 
埼玉県立上尾高等学校 

アンデルセン、デンマークについて 

（社会科「国際関係」授業の一環として） 

ピアノで聞く 

アンデルセンコンサート 
2008. 10. 08 

ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

加須市立鴻茎小学校 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

（全校授業の一環として） 

デンマークの社会保障

制度について 
2008. 10. 14 トーク 埼玉県立上尾高等学校 

デンマークの社会保障制度、医療制度等 

（社会科「国際関係」授業の一環として） 

音楽を楽しむ会 2008. 11. 08 
ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉県立上尾高等学校 

ベートーヴェン、ショパン、ホーネマン作品等の

演奏 （ゲスト出演） 

ピアノとトークでつづる 

福祉国家デンマーク 
2009. 02. 27 

ミニコンサート

＋講演会 
埼玉 

上尾中央看護専門学校 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

デンマークの社会保障制度等（卒業記念講演） 

デンマークの社会保障

制度について 
2009. 09. 

28, 30 
トーク 埼玉県立上尾高等学校 

デンマークの社会保障制度、医療制度等 

（社会科「国際関係」授業の一環として） 

アンデルセンの世界 2009. 11. 02 
ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉県立上尾高等学校 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

（社会科「国際関係」授業の一環として） 

デンマークのクリスマス

料理 
2009. 12. 05 

料理教室 

＋トーク 
埼玉 

鴻巣中央公民館 

デンマークのクリスマス料理・４品 

デンマークのお話 

異文化の中で生活する

こと 
2010. 11. 10 講演会 

埼玉 

上尾市立大石中学校 

デンマークにおける体験談 

（国際理解教育の一環として） 

夏休みこどもまなび会 2011. 08. 26 
ソロピアノ 

＋楽曲解説 
埼玉、上尾市コミュニティ

センターホール 

モーツァルト、ショパン、リスト作品等の演奏と

お話 

アンデルセンコンサート 2013. 01. 19 
ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

上尾市立平方東小学校 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

（土曜参観・公開講座） 

音楽朝会 2013. 05. 23 
ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

上尾市立上平小学校 

アンデルセン童話にちなんだピアノ作品とお話 

（音楽朝会・ゲスト出演） 

デンマークの生活と文

化 
2013. 11. 17 講演会 

埼玉、北本市公団地域学

習センター 

デンマークについて、写真映像つき 

（第１０２回 もっと知ろう友達の国） 

国際理解体験学習 

「デンマーク」 
2013. 12. 06 

ソロピアノ 

＋トーク 
埼玉 

上尾市立大谷中学校 

デンマークにおける体験談等、写真映像つき 

（国際理解体験学習・ゲストティーチャー） 

あげおクラシック 

アウトリーチコンサート 
2015. 02. 17 室内楽 

埼玉 

上尾市立大谷小学校 

ヴァイオリン、セルパン、チューバ、ピアノによる

アンサンブル 

あげおクラシック 

アウトリーチコンサート 
2015. 11. 04 

室内楽 

＋ピアノ連弾 
埼玉 

上尾市立上尾小学校 

マリンバ、パーカッション、ピアノ、ピアノ連弾に

よるアンサンブル 

あげおクラシック 

アウトリーチコンサート 
2015. 11. 09 

室内楽 

＋ピアノ連弾 
埼玉 

上尾市立富士見小学校 

マリンバ、パーカッション、ピアノ、ピアノ連弾に

よるアンサンブル 

あげおクラシック 

アウトリーチコンサート 
2015. 11. 24 室内楽 

埼玉 

上尾市立中央小学校 

ヴァイオリン×２、マリンバ、ピアノによるアンサ

ンブル 

あげおクラシック 

アウトリーチコンサート 
2015. 12. 04 

室内楽 

＋ピアノ連弾 
埼玉 

上尾市立芝川小学校 

マリンバ、パーカッション、ピアノ、ピアノ連弾に

よるアンサンブル 

あげおクラシック 

アウトリーチコンサート 
2016. 01. 19 室内楽 

埼玉 

上尾市立大石南小学校 

ヴァイオリン、セルパン、チューバ、ピアノによる

アンサンブル 
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そ の 他 
 

名称 年月日 形態 会場 概   要 

デンマークの伝統的 

クリスマス料理と暮らし 
2016. 12. 21 

料理教室 

＋お話、ピアノ 
埼玉 

上尾市立大石公民館 

デンマークのクリスマス料理・４品 

デンマークのお話とピアノ 

あげおクラシック 

アウトリーチコンサート 
2017. 01. 12 

室内楽 

＋ソロピアノ 
埼玉 

上尾市立原市南小学校 

ヴァイオリン、チェンバロ、ピアノ、ピアノ連弾に

よるアンサンブル 

コミセン ミュージックス

クール １時間目 
2017. 07. 28 音楽教室 

埼玉、上尾市コミュニティ

センター 音楽室 

「みんなでつながるミュージックセラピー」 

講師： 井上勢津 （ピアノアシスタントとして） 

コミセン ミュージックス

クール ２時間目 
2017. 08. 01 音楽教室 

埼玉、上尾市コミュニティ

センター 音楽室 

「声を出してみよう 歌ってみよう」 

講師： 森田悠介 （ピアノアシスタントとして） 

コミセン ミュージックス

クール ３時間目 
2017. 08. 04 音楽教室 

埼玉、上尾市コミュニティ

センター 音楽室 

「マリンバをたたいてみよう」 

講師： 小針彩菜 （ピアノアシスタントとして） 

コミセン ミュージックス

クール ４時間目 
2017. 08. 08 音楽教室 

埼玉、上尾市コミュニティ

センター 音楽室 「ピアノを弾いてみよう」 講師 

国際理解学習 

「デンマーク」 
2018. 02. 23 

トーク 

＋ソロピアノ 
埼玉 

上尾市立大石中学校 

デンマークの紹介、質疑応答等、写真映像つき 

（国際理解学習・ゲストティーチャー） 
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そ の 他 
 

名称 年月日 形態 会場 概   要 

楽譜講座 

デンマークの作曲家、

シュッテとニールセン 
2008. 08. 28 

ソロピアノ 

＋楽曲解説 
埼玉、上尾市コミュニティ

センター 

２人のデンマーク人作曲家、ルードヴィヒ・シュ

ッテとカール・ニールセンの作品紹介 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2009. 02. 24 

公開レッスン

＋楽曲解説 
新潟県民会館 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“ニールセン  ピアノ曲

集” 講座 
2009. 06. 24 

公開レッスン

＋楽曲解説 
新潟県民会館 

“ニールセン ピアノ曲集”（カール・ニールセン

作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 09. 04 

公開レッスン

＋楽曲解説 
宮城 

愛耕幼稚園 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 09. 05 

公開レッスン

＋楽曲解説 
宮城、カワイミュージック

ショップ仙台 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 09. 06 

公開レッスン

＋楽曲解説 
山形、カワイ音楽教室 

酒田センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 09. 07 

公開レッスン

＋楽曲解説 
山形、カワイ音楽教室 

山形センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 09. 08 

公開レッスン

＋楽曲解説 
福島、カワイ音楽教室 

福島センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 09. 09 

公開レッスン

＋楽曲解説 
福島、カワイ音楽教室 

西若松センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 10. 25 

公開レッスン

＋楽曲解説 
岩手、カワイ音楽教室 

北上センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 10. 26 

公開レッスン

＋楽曲解説 
岩手、カワイ音楽教室 

イオン盛岡南教室 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 10. 27 

公開レッスン

＋楽曲解説 
秋田、カワイ音楽教室 

秋田センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 11. 10 

公開レッスン

＋楽曲解説 
福島、カワイ音楽教室 

平センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 11. 11 

公開レッスン

＋楽曲解説 
福島、カワイ音楽教室 

郡山センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 12. 07 

公開レッスン

＋楽曲解説 
青森、カワイ音楽教室 

弘前センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 12. 08 

公開レッスン

＋楽曲解説 
青森、カワイ音楽教室 

青森センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 

“アンデルセン童話 

ピアノ曲集” 講座 
2011. 12. 09 

公開レッスン

＋楽曲解説 
青森、カワイ音楽教室 

八戸センター 

“アンデルセン童話 ピアノ曲集”（ルードヴィヒ・

シュッテ作曲）収録曲の演奏法等 
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そ の 他 
 

名称 年月日 形態 
発行所、場所等の

名称 
概   要 

ＣＤ 

カール・ニールセンの光 2000. 11. ＣＤ 
クラッシコ・レコーズ 

(CLASSCD 339) 

ニールセンを含む、デンマーク人作曲家ピアノ

作品を収録 

アンデルセンの世界 2005. 08. ダブルＣＤ 
クラッシコ・レコーズ 

(CLASSCD 619/2) 
アンデルセン童話にちなんだピアノ作品を収録 

ビーニー動物園 

ダンス・フォー・ツー 
2005. 11. ＣＤ 

日本アコースティックレコ

ーズ (NARD-5004) 

キャサリン・ロリン： 「ダンス・フォー・ツー」 

（ピアノ連弾） 

     

校訂・監修楽譜 

アンデルセン童話 

ピアノ曲集 
2006. 08. 

楽譜 

校訂・監修 
カワイ出版 

ルードヴィヒ・シュッテ：  「アンデルセン童話 

Op.107」 全１０曲を収録 

ニールセン ピアノ曲集 2008. 08. 
楽譜 

校訂・監修 
カワイ出版 

ニールセン： 「ユモレスク・バガテル Op.11」 

「５つの小品 Op.3」を収録 

１２のアンデルセン童話 

ピアノ曲集 

「みにくいアヒルの子」 

2015. 04. 
楽譜 

校訂・監修 
カワイ出版 

セルゲイ・ボルケヴィッチ： 「音の絵本 アンデ

ルセン童話 Op.30」 全１２曲を収録 

     

エッセイ 

ＤＥＡＲ 

カール・ニールセン 
2000. 10. - 

2001. 03. 
連載エッセイ ピアノ音楽誌 ショパン 

ニールセンとの出会い、デンマークの様子、音

楽院の様子、人々の暮らしぶり等 （写真つき） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


