
作品リスト（抜粋） 

オーケストラ 

分類 曲名 編成 時間 出版情報 

作曲 オーケストラのための《七夕》 

2014 年「初演企画オーケストラ」委嘱作品 

三管大編成 20 ：

00. 

 

作曲 オーケストラのための《七夕》 

2017 年「セレーノ・チェンバーオーケストラ」委嘱作品 

一管小編成 20：00 [CD]セレーノ・ミュ

ージックオフィス 

作曲 狐の嫁入り～ソプラノとオーケストラのための

～ 

2016 年「初演企画オーケストラ」委嘱作品 

三管大編成 

＋ソプラノ 

17：00  

作曲 定家の春～ソプラノとオーケストラによるイマ

ジネーション～ 

2018 年「初演企画オーケストラ」委嘱作品 

二管編成 

＋ソプラノ 

13：00  

 

吹奏楽 

分類 曲名 編成 時間 出版情報 

作曲 The Celebration Gift おくりもの 

2015 年 若狭高校吹奏楽部 50 周年記念委嘱作品 

小編成 4：40  

作曲 The Celebration Gift おくりもの～ソロトラ

ンペットとファンファーレバンドのための～ 

2015 年 fanfaria musica*|ファンファーリア・ムシカ委嘱

作品 

大編成 

ファンファーレ・オルケ

スト 

4：40  

作曲 《蓮華》～ソプラノサックスとファンファー

レ・オルケストのための～ 

2013 年 fanfaria musica*|ファンファーリア・ムシカ委嘱

作品 

大編成 

ファンファーレ・オルケ

スト 

10:00  

作曲 心が寒くなったら 

2011 年 大阪教育大学吹奏楽部委嘱作品 

大編成 

＋二重唱＋合唱 

7：00  

編曲 コンバーチブルアンサンブル『四季』４曲 小～中編成  楽譜－ 

ASKS Winds 

編曲 『第 1 組曲』(G.ホルスト) トランペットオーケストラ  

 

 

 

 

阪神国公立大学吹奏楽連盟委

嘱 

2010～2014 年 

※非営利・無料コンサート 

編曲 『ジェラート・コン・カフェ』（真島俊夫） トランペットオーケストラ 

編曲 『いつでも誰かが』（紅龍） トロンボーンオーケストラ 

編曲 『オペラ座の怪人』（A.ロイドウェバー） トロンボーンオーケストラ 

編曲 『文明開化の鐘』（高橋弘樹） トロンボーンオーケストラ 

編曲 『フラッシングウィンズ』（J.V.ロースト） サックスオーケストラ 

編曲 『Jesu, Joy of Man's Desiring』（J.S.バッハ） サックスオーケストラ 

編曲 『Viva Musica』（A.リード） サックスオーケストラ 

編曲 『ナウシカ メドレー』（久石譲） クラリネットオーケストラ 

編曲 『ラプソディーインブルー』（G.ガーシュイン） クラリネットオーケストラ 



編曲 『ハウルの動く城メドレー』（久石譲） クラリネットオーケストラ 

編曲 『ジョンウィリアムズメドレー』 ホルンオーケストラ 

 

合唱 

分類 曲名 編成 時間 出版情報 

作曲 私とあなたここに生まれて（詩：和合亮一） 

2014 年「とどけよう！みんなのこえ！東日本復興祈念

コンサート」委嘱作品 

 

その後複数の楽団さまよりリクエストいただき、現在

は右記 ５種類の楽譜があります。 

①オーケストラ伴奏版 

②ピアノ伴奏版 

※二部合唱 

混声三部合唱 

混声四部合唱 

女声三部合唱 版 

7：00 楽譜－ 

②の二部、混声

三部版のみ、後

援の大阪教育大

学より無料配信 

作曲 無伴奏混声四部合唱曲『不出来な絵』 無伴奏 SATB 7：00  

作曲 『3.11 鳥よ永遠に』女声三部合唱組曲 

（詩：菊田郁） 

SMA＋Pf. 20：00  

作曲 ６名の女声とマリンバのための組曲 「神

祇の歌」～新古今和歌集から～ 

SMA+Marimba 15:00  

作曲 『パレット』児童合唱のための（詩：くま

うさぎ） 

児童合唱＋Pf. 5:00 日本童謡協会よ

りＣＤ・楽譜 

 

 

室内楽・アンサンブル 

分類 曲名 編成 時間 出版情報 

作曲 ヴァイオリン・ソナタ Vn. Pf. 15:00 株式会社 USEN ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

あべのハルカスにて放送中 

作曲 『旅路』～子どものために Vn. Pf.   

作曲 

 

弦楽四重奏『灯』 Vn.1~2 

Vla.Vc. 

10:00 CD－TIAA  MUSIC 

ENTERTAINMENT 

作曲 管弦とピアノによる六重奏《七夕》 Pf.Vn.Vc. 

Fl.Cl.Hrn. 

20:00  

作曲 『ある龍の物語による２つの印象』 Cb.Pf. 15:00  

作曲 金管三重奏『緑と赤の組曲』 Tp.Hrn.Tb. 4:30 楽譜－ ASKS Winds 

（最終楽章ロンドのみ） 

作曲 木管三重奏『釣狐』 Fl.Cl.Fg. 4:30 楽譜－ ASKS Winds 

作曲 トランペット四重奏『ボン・ヴォヤージ

ュ』 

2015 年 大教大トランペットアンサンブルコンサー

ト委嘱 

Tp.1~4 4:30  

作曲 『絹狸』サックス＆トランペット二重奏 

2015 年 SAXOPET !(雲井雅人氏＆神代修氏ｺﾝｻｰﾄ)委

嘱 

A.Sax. Tp. 4:00  



作曲 

 

金管五重奏『神器の記憶～草薙の剣～』 Tp.1~2 

Hrn.Tb.Tu. 

4:50 楽譜－ ASKS Winds 

作曲 サックス三重奏『金の帯』 A.Sax. 

T.Sax. 

B.Sax. 

4:40 楽譜－ ASKS Winds 

作曲 トランペット 8 重奏『花火』 Tp.inB 1~8 3:00  

編曲 管弦ピアノ７重奏『ジブリ名曲メドレー』 Vn.Vla.Vc. 

Cb.Fl.Pf.1~2 

14 ：

00 

 

編曲 管弦８重奏『アニメ名曲メドレー』 Vn.1~2 

Vla.Vc.Cb. 

Hrn.Fg.Cl. 

  

編曲 

 

管弦８重奏『魔法にかけられてメドレー』 同上   

編曲 管弦８重奏『ジェラシー』(ヤコブ・ゲー

ゼ)  

同上   

編曲 管弦ピアノ１０重奏『I Got Rhythm』(G.

ガーシュイン) 

Vn.1~2 

Vc.Fl.Ob.Cl. 

Fg.Hrn.Pf.1~2 

  

編曲 管弦ピアノ１０重奏『ブルグミュラー２

５の練習曲メドレー』 

同上   

編曲 木管五重奏『Sweet Memories』 Fl.Cl.Hrn. 

Ob.Fg. 

  

編曲 木管五重奏『さよならの向こう側』 同上   

編曲 特殊木管四重奏『さよならの向こう側』 Fl.1~2,Fg.1~3   

編曲 金管五重奏『ムゼッタワルツ』 

トランペット奏者 神代修氏委嘱 

Tp.1,2 

Hrn.Tb.Tu. 

  

編曲 金管五重奏『この素晴らしき世界』 

トランペット奏者 神代修氏委嘱 

同上   

編曲 金管五重奏『知床旅情』 

トランペット奏者 神代修氏委嘱 

同上   

編曲 トランペット七重奏『ハンガリー舞曲』

(ブラームス) 

七吹神喇叭倶楽部 委嘱 

Tp.1-7＆Pf.   

編曲 トランペット七重奏『スペイン』(シャブ

リエ) 

七吹神喇叭倶楽部 委嘱 

同上   

編曲 トランペット七重奏『イタリア』(チャイ

コフスキー) 

七吹神喇叭倶楽部 委嘱 

同上   

編曲 トランペット七重奏『三角帽子』(ファリ

ャ) 

七吹神喇叭倶楽部 委嘱 

同上   



編曲 トランペット七重奏『展覧会の絵』(ムソ

ルグスキー＝ラヴェル) 

七吹神喇叭倶楽部 委嘱 

同上   

 

ピアノ 

分類 曲名 人数 時間 出版情報 

作曲 ２台ピアノのための小品『雨の降る道』 ２ 7：00  

作曲 『片手ピアノのためのやさしい組曲 夜の景色』 １ 7：00 CD・楽譜 

ワンハンド・ピアノミュ

ージック 

作曲 ピアノ・ソナタ第１番 １ 20：00  

 

童謡 

分類 曲名 出版情報 

作曲 汐江ふたば保育園 園歌  

作曲 『いのち』（詩：濱田直哉） 

2010 年 バリトン歌手濱田直哉氏コンサート委嘱作品 

 

作曲 『生きる』（詩：濱田直哉） 

2011 年 バリトン歌手濱田直哉氏コンサート委嘱作品 

 

作曲 『ハンカチーフ』（詩：岩原陽子） 

2016 年 創作童謡の会 黄金のあみ出品 

 

作曲 『お月さん』（詩：岩本良子） 

2016 年 創作童謡の会 黄金のあみ出品 

 

作曲 『あまだれくん』（詩：滝波万理子） 

2016 年 創作童謡の会 黄金のあみ出品 

CD・楽譜 

日本童謡協会 

作曲 『プチトマト』（詩：岩本良子） 

2017 年 創作童謡の会 黄金のあみ出品 

 

作曲 『よわむしなきむし』（詩：永窪綾子） 

2017 年 創作童謡の会 黄金のあみ出品 

 

作曲 『五月の子ねこ』（詩：岩本良子） 

2018 年 創作童謡の会 黄金のあみ出品 

 

作曲 『雲にのって』（詩：朝倉良子） 

2018 年 創作童謡の会 黄金のあみ出品 

 

 

舞台 

分類 曲名 編成 時間 出版情報 

作曲 カラー影絵×三重奏『Voyage～河野里美 光の芸術

に寄せて』 

Vn.Vc.Pf. 15：00  

 



論文 

書名 出版情報 

『声楽アンサンブル作品の創作研究 

～和歌および日本の現代詩をテキストとして～』 

 

『新しい童謡創作の意義への考察と実践  ―日本の保育と作曲家の立場から―』 

2016 年 関西保育福祉専門学校研究紀要寄稿 

関西保育福祉専門学

校研究紀要’2016 

 


