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① 専攻 音楽（作曲理論）音楽（作曲理論）音楽（作曲理論）

② 主要学歴・学位 昭和61年３月　桐朋学園大学音楽学部作曲理論学科作曲専攻卒業
　　　　　　　 芸術学士（音楽）
昭和61年３月　桐朋学園大学音楽学部作曲理論学科作曲専攻卒業
　　　　　　　 芸術学士（音楽）
昭和61年３月　桐朋学園大学音楽学部作曲理論学科作曲専攻卒業
　　　　　　　 芸術学士（音楽）

③ 研究業績 著 書
・ピアノとソルフェージュの本「みみをすます」全４巻（単著）
　　　　　　　　　　　　　　  音楽之友社　平成23年３月～11月

論 文　　　　　　　　　　～ なし ～

口頭発表
・「命の〝～ ing ...〟としての音楽」

日本モンテッソーリ学会教員養成コース研修会　平成18年１月

・「導入期のピアノ、ソルフェージュ指導について」
PTNA 公開講座　平成23年３月　他現在まで各地で講演

・「みみをすます」１～３巻　作成意図および指導法私案
桐朋学園大学附属音楽教室講師研修会  平成23年６月

・「みみをすますということ」
日本モンテッソーリ学会教員養成コース研修会　平成26年１月

・「ピアノ指導者のためのソルフェージュ実践セミナー」
ピアノ講師ラボ公開講座　平成26年２月

作／編曲
・春日部市立武里西小学校校歌 平成16年２月（同校委嘱）

・国立大学法人高知大学学歌 平成16年２月（公募入選）

・吹奏楽「Breathing Soul-Ⅱ」平成16年５月　大阪シンフォニーホール
（日本吹奏楽指導者協会最優秀作曲賞受賞。ブレイン社よりCD発売）

・木管五重奏と打楽器のための「日本語五章」平成17年５月
日本吹奏楽指導者協会委嘱

・朗読と弦楽四重奏のための「鳥のうた」平成18年11月
新宿オペラシティ リサイタルホール

・箏弾き語りのための「空に寄す」平成18年12月　紀尾井ホール

・ピアノ三重奏のための「祈りは時と潮騒の彼方に」 平成19年８月
長崎県「平和コンサート in 長与」委嘱

・バンドネオン、ヴィオラ、弦楽三重奏のための「たたずむ季節」
平成19年11月　新宿オペラシティ リサイタルホール
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・男声合唱のための「しずかなクリスマス」 平成19年12月
お江戸こらりあーず委嘱

・日本のメロディによる管弦楽組曲「春」 平成20年３月
逗子さざなみホール

・無伴奏女声合唱組曲「ここにいます。」 平成20年10月
プロムジカくにたち委嘱　ルーテル市ヶ谷センター

・オペラ「セヴィリアの理髪師」 小管弦楽版編曲　平成21年４月
ミラマーレ・オペラ／六行会ホール

・オペラ「ジャンニ・スキッキ」 小管弦楽版編曲　平成21年10月
ミラマーレ・オペラ／六行会ホール

・管弦楽のための「海をみる時」　平成22年３月　逗子さざなみホール

・オペラ「ジャンニ・スキッキ」 吹奏楽版編曲　平成22年10月
ミラマーレ・オペラ／六行会ホール

・バンドネオン奏者 三浦一馬のCD「タンゴ・スイート」編曲
平成22年12月　ビクターエンターテインメントより発売

・弦楽四重奏のための「青の素描」　平成23年11月
新宿オペラシティ リサイタルホール

・管弦楽のための「青の記憶」 平成24年３月　逗子さざなみホール

・弦楽四重奏のための「気球の上がる日」　平成24年11月
新宿オペラシティ リサイタルホール

・朗読、クラリネット、ピアノのための「しろいうさぎとくろいうさぎ」　
平成26年１月　江東区民総合文化センター

他多数　

演 奏（ピアノ）
・モーツァルト生誕250周年コンサート（企画／制作／演奏）

平成18年５月　富岡市かぶら文化ホール

・高崎シティフィルハーモニック演奏会　平成18年６月　
モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番

・岩間市民プラザ第43回「午前の演奏会」平成19年５月　
ブラームス ピアノ三重奏曲 第１番 他

・七澤清貴＆町田育弥 Duo リサイタル
平成20年２月　ラヴェル ヴァイオリンソナタ 他

・相模原市　アフタヌーンコンサート　平成20年５月
モーツァルト ピアノ三重奏曲 第１番 他

・あざみの市「星空のコンサート」
平成19年５月　ドビュッシー ピアノ三重奏曲 他

・新日フィル室内楽シリーズ
平成23年５月　ベートーヴェン ピアノ三重奏曲「大公」
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・アンサンブル de ヨコハマ定期演奏会
平成23年11月　メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲 第１番 他

・「みみをすます一日」（自作およびチェロとの共演による演奏と講演）
平成24年３月　音楽之友ホール

・川上 徹＆町田育弥 Duo リサイタル
平成24年10月　八千代市カノンホール  ベートーヴェン  チェロソナタ他

・さいたま市「人形のまち森の音楽祭」（さいたま市民会館いわつき）
平成25年２月　モーツアルト ピアノ協奏曲 第27番 他
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他多数

④ 社会的活動 ・桐朋学園大学／桐朋女子高等学校音楽科 非常勤講師（平成12年～現在）
・学校法人桐朋学園女子部門評議員（平成20年度～現在）
・学校法人 岩槻町田学園 理事長（平成22年度～現在）
・栃木学生音楽コンクール ピアノ部門審査員（平成24年度～現在）

・桐朋学園大学／桐朋女子高等学校音楽科 非常勤講師（平成12年～現在）
・学校法人桐朋学園女子部門評議員（平成20年度～現在）
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・栃木学生音楽コンクール ピアノ部門審査員（平成24年度～現在）

⑤ 主な所属学会 ・日本ソルフェージュ研究協議会
・日本モンテッソーリ学会
・日本ソルフェージュ研究協議会
・日本モンテッソーリ学会
・日本ソルフェージュ研究協議会
・日本モンテッソーリ学会

⑥ 主要担当科目 ・音楽表現指導法　・音楽理論　・ソルフェージュ　・基礎音楽・音楽表現指導法　・音楽理論　・ソルフェージュ　・基礎音楽・音楽表現指導法　・音楽理論　・ソルフェージュ　・基礎音楽

⑦ その他 ・音楽指導者向け月刊誌への寄稿、連載など
・音楽之友社　シューマンピアノ全集（新版）校訂・解説　現在進行中
・自作ピアノ曲集「きこえるかい」執筆中
・音楽之友社刊行予定「ピアノのためのおいしいレシピ」(仮題) 執筆中
・子ども、学生、音楽指導者、一般など、様々な層を対象とした演奏会
　企画、新曲提供、演奏。
・演劇公演における音楽監督、劇音楽提供、音楽アドヴァイザーなど
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・音楽之友社　シューマンピアノ全集（新版）校訂・解説　現在進行中
・自作ピアノ曲集「きこえるかい」執筆中
・音楽之友社刊行予定「ピアノのためのおいしいレシピ」(仮題) 執筆中
・子ども、学生、音楽指導者、一般など、様々な層を対象とした演奏会
　企画、新曲提供、演奏。
・演劇公演における音楽監督、劇音楽提供、音楽アドヴァイザーなど


