
 

氏 名    横井 香織（よこい かおり）  准教授 

担当科目 

[教養科目]教養・キャリア基礎演習Ⅰ・Ⅱ  

[専門科目]ピアノⅠ～Ⅳ、ピアノキャリア実践Ⅰ・Ⅱ、ピアノ応用実践Ⅰ・Ⅱ、

Ｐ・Or アンサンブルⅠ・Ⅱ、ピアノ指導法Ⅰ・Ⅱ、グレード対策Ｂ

Ⅲ・Ⅳ、卒業演奏Ⅰ・Ⅱ、音楽総合特講Ⅰ・Ⅱ 

研究分野 ①  ピアノ音楽 ②音楽教育 

学位 学士（こども心理学） 

主な 

教育研究 

業績 

・「岐阜演奏家協会 第４回ニューイヤーコンサート」H12(2000)1 月、共同（ソ

プラノ独唱におけるピアノ伴奏の演奏研究の発表） 

・「ジョイントコンサート」H12(2000)9 月、単独・共同（ピアノ独奏、ピアノ

連弾における演奏研究の発表）、H14(2002)11 月、単独・共同（ピアノ独奏、

2 台ピアノにおける演奏研究の発表） 

・「ロンドブリランテ演奏会」H12(2000)10 月、共同（2 台ピアノにおける演奏

研究の発表）、H16(2004)9 月、共同（2 台ピアノと電子オルガンアンサンブル

における演奏研究の発表）、H20(2008)9 月、共同（2 台ピアノにおける演奏研

究の発表） 

・「大垣音楽人クラブ 20 周年記念コンサート」H12(2000)12 月、共同（ピアノ

連弾における演奏研究の発表） 

・「岐阜カンマーオーパー創立記念演奏会」H14(2002)1 月、共同（ソプラノ独

唱におけるピアノ伴奏の演奏研究の発表） 

・「大垣音楽人クラブ 会員によるジョイントリサイタル」H15(2003)11 月、共

同（2 台ピアノにおける演奏研究の発表）、H17(2005)11 月、共同（ソプラノ

独唱におけるピアノ伴奏の演奏研究の発表）、H23(2011)11 月、単独（ピアノ

独奏における演奏研究の発表） 

・「大垣音楽祭 音楽の泉」H16(2004)4 月～H24(2012)5 月、単独・共同（ピア

ノ独奏、ピアノ連弾、2 台ピアノ、ソプラノ独唱におけるピアノ伴奏等、各

形態における演奏研究の発表） 

・「大垣音楽人クラブ 会員によるコンサート」H17(2005)1 月、共同（6 手連弾

における演奏研究の発表）、H18(2006)11 月、単独（ピアノ独奏における演奏

研究の発表）、H24(2012)3 月、単独（ピアノ独奏における演奏研究の発表）、

H25(2013)3 月、共同（ピアノ連弾における演奏研究の発表） 

・「スコラーズ岐阜サマーコンサート」H17(2005)8 月、単独（ピアノ独奏にお

ける演奏研究の発表） 

・「第 3 回ソリストと第九コンサート」H18(2006)12 月、単独（ピアノ独奏にお

ける演奏研究の発表） 

・「ぎふリスト音楽院マスターコンサート」H20(2008)7 月、共同（ヴァイオリ

ン独奏におけるピアノ伴奏の演奏研究の発表）、H21(2009)7 月、共同（ヴァ

イオリン独奏におけるピアノ伴奏の演奏研究の発表） 

・「傍島 香織 ピアノリサイタル」H23(2011)3 月、単独・共同（ピアノ独奏、

ピアノ連弾における演奏研究の発表） 

・「プラネタリウムコンサート」「プラネタライブ」H24(2012)・H26(2014)・ 

H27(2015)7 月・8 月共同（ピアノ・電子オルガン・フルートアンサンブルに 

おける演奏研究の発表） 

・「カワイ名古屋 クラシックサロン No.4 傍島香織ピアノリサイタル」 

H24(2012)9 月、単独・共同（ピアノ独奏、サクソフォンにおけるピアノ伴奏



 

の演奏研究の発表） 

・「第 30 回ロンドブリランテ演奏会」招待演奏 H26(2014)9 月、共同（2 台ピ

アノにおける演奏研究の発表） 

・「大垣音楽人クラブ バレンタインコンサート」H28(2016)2 月、共同（2 台ピ

アノにおける演奏研究の発表） 

・「ロンドブリランテ オータムコンサート」賛助出演 H29(2017)9 月、単独

（ピアノ独奏における演奏研究の発表） 

・「大垣音楽人クラブ会員によるコンサート～春への誘い～」H30(2018)2 月、

単独（ピアノ独奏における演奏研究の発表） 

・「大垣音楽人クラブ会員によるコンサート～春への誘い～」H31(2019)2 月、

共同（2 台ピアノにおける演奏研究の発表） 

・「ロンドブリランテ オータムコンサート」賛助出演 R1(2019)9 月、共同（ピ

アノ連弾における演奏研究の発表） 

・「大垣音楽人クラブ会員による 40th アニバーサリーコンサート」R2(2020)2

月、共同（ピアノ 2 台 8 手における演奏研究の発表） 

・「大垣音楽人クラブ会員によるコンサート～春への誘い～」R4(2022)2 月、共

同（2 台ピアノにおける演奏研究の発表） 

所属学会 

大垣音楽人クラブ（H8(1996)～現在） 

ロンドブリランテ（H8(1996)、H11(1999)～H14(2002)：会長、現在顧問） 

全日本リトミック音楽教育研究会（H18(2006)～現在） 

日本ピアノ教育連盟（H25(2013)～現在） 

全日本ピアノ指導者協会（H25(2013)～現在） 

社会的 

活動業績 

・（公財）大垣国際交流協会評議員（H21(2009)4 月～現在） 

・大垣市男女共同参画推進審議会委員（H21(2009)7 月～H26(2014)3 月） 

・大垣市日本昭和音楽村運営協議会委員（H26(2014)2 月～現在） 

・大垣市環境審議会委員（H27(2015)7 月～現在） 

・大垣市市民環境賞選考委員会委員（H27(2015)12 月～現在） 

・大垣市制 100 周年記念 大垣第九演奏会実行委員会委員（H30(2018)3 月～

H31(2019)3 月） 

・市の魚ハリヨ制定 10 周年記念事業実行委員会委員（ H30(2018)5 月～

H31(2019)2 月） 

・環境 SDGs おおがき未来創造事業実行委員会委員・監事（R3(2021)5 月～現

在） 

 

・「大垣センチュリーロータリークラブ創立 10 周年記念特別演奏会」H12(2000) 

6 月、大垣センチュリーロータリークラブ、共同（ピアノ五重奏の演奏） 

・「社会福祉法人きそがわ福祉会きそがわ作業所ほのぼのまつり」H12(2000)～

H17(2005)まで毎年（合唱団のピアノ伴奏でボランティア演奏） 

・「愛知県身体障害者療護施設はなのき寮文化祭」H15(2003)4 月、H17(2005)4

月等（合唱団のピアノ伴奏でボランティア演奏） 

・公開講座「大人のためのピアノ講座」H18(2006)、H20(2008)～H23(2011)、本

学（経験者を対象としたピアノレッスン） 

・株式会社河合製作所カワイ音楽教室グレードテスト審査官 H18(2006)11 月、

名古屋（ピアノグレードテストの審査） 

・「日本ザルツブルク同好会設立記念オーストリア共和国大使館公使・同政 

府観光局長懇親会」H20(2008)10 月、岐阜市（ピアノ演奏） 

・「大垣女子短期大学創立 40 周年公開講座ハンガリー共和国大使講演会・ミ 

ニコンサート」H21(2009)4 月、本学（ピアノ独奏・伴奏） 



 

 

 

・「第 3 回海津市民大学講座」～豊かな心を育てよう～ H22(2010)7 月、海津

市（講演・ピアノ演奏） 

・「海津市悠々楽習講座 7 月講座」教養講座～豊かな心を育てよう ～音楽の

力～ 発見・感動・想像は、豊かな感性、豊かな人間性を育む源～H23(2011)7

月、海津市（講演・ピアノ演奏） 

・「海津市悠々楽習講座・南濃寿学級１月講座」音楽講座～豊かな心を育てよ 

う～H25(2013)1 月、海津市（講演・ピアノ演奏） 

・「海津市悠々楽習講座」教養講座～音楽で豊かな心を～H25(2013)7 月、海津

市（講演・ピアノ演奏） 

・全国保育士試験実技試験採点委員 H27(2015)10 月、H28(2016)7 月、滋賀県 

・第 35 回大垣市文化連盟祭 H27(2015)11 月、大垣市（司会進行） 

・第 49 回カワイ音楽コンクール審査員 H27(2015)12 月、岐阜市（ピアノ部門 

審査） 

・第 2 回カナデノワコンクール審査員 H28(2016)8 月、大垣市（ピアノ連弾部 

門審査） 

・第 50 回カワイ音楽コンクール審査員 H28(2016)12 月、H29(2018)1 月、岐

阜市（カワイピアノコンクール・カワイこどもピアノコンクール・カワイう

たのコンクール審査） 

・第 3 回カナデノワコンクール審査員 H29(2017)8 月、大垣市（ピアノデュオ

部門審査） 

・第 51 回カワイ音楽コンクール審査員 H29(2017)12 月、H30(2018)1 月、岐

阜市（カワイピアノコンクール・カワイこどもピアノコンクール審査） 

・第 52 回カワイ音楽コンクール審査員 H30(2018)12 月、H31(2019)1 月、岐

阜市（カワイこどもピアノコンクール審査） 

・第 53 回カワイ音楽コンクール審査員 R1(2019)12 月、R2(2020)1 月、岐阜

市（カワイこどもピアノコンクール審査） 

・第 53 回カワイ音楽コンクール審査員 R2(2020)1 月、名古屋市（カワイこど

もピアノコンクール審査） 

・子育てまちなかキャンパス「リトミックであそぼう」講師 R2(2020)1 月、

大垣市（講座） 

・ヤマハジュニアピアノコンクール出場者選考会審査員 R2(2020)2 月、大垣

市（ピアノフェスティバル 2020 松栄楽器大会審査） 

・第 54 回カワイ音楽コンクール審査員 R2(2020)12 月、R3(2021)1 月、岐阜

市（カワイこどもピアノコンクール審査） 

・第 54 回カワイ音楽コンクール審査員 R3(2021)1 月、名古屋市（カワイこど

もピアノコンクール審査） 

・第 55 回カワイ音楽コンクール審査員 R3(2021)12 月、R4(2022)1 月、岐阜

市（カワイこどもピアノコンクール審査） 

その他  


