日付

会場

定期

指揮者

作曲家

2018/12/07

NHKホール

15世紀フランス（ヒッレルー
1901C ヘンゲルブロック、トーマス
久しく待ちにし主よとく来たりて
ド）

1990/05/07

サントリーホール

1979/10/31

NHKホール

1988/02/29

サントリーホール

2018/11/24

サヴァリッシュ、ウォルフガ
アーベル
ング

曲名

ソリスト

備考

バルタザール・ノイマン合唱団(chor.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
ヨーロッパ諸都市のモーツァルト

交響曲 変ホ長調 作品7-6

#792 B ストラウス、ポール

アイヴス

交響曲「祭日」：戦没将兵記念 日 (5月30日)

現田茂夫

アイヴス

セントラル・パークの夕暮れ

NHKホール

1899A 広上淳一

アイヴス

交響曲 第2番

2000/02/10

NHKホール

#1400
A

スラットキン、レナード

アイヴス(シューマン、ウィリ
アメリカ変奏曲 作品3
アム)

2017/04/15

NHKホール

#1858
A

ルイージ、ファビオ

アイネム

カプリッチョ 作品2

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

アイルランド民謡

ロンドンデリーの歌

1958/03/30放送

不詳

芥川也寸志

芥川也寸志

エローラ交響曲

1996/10/28

サントリーホール

若杉弘

芥川也寸志

オルガンとオーケストラのための「響」

1982/03/10,11

NHKホール

#865 A 外山雄三

芥川也寸志

チェロとオーケストラのためのコンチェルト・オス
堤剛(vlc.)
ティナート

1973/05/22

渋谷公会堂

#606 C 森正

芥川也寸志

弦楽のための3楽章

1981/01/07
2009/11/30
1952/04/27

NHKホール
NHKホール
日比谷公会堂

森正
ゲルギエフ、ワレリー
ウェス、クルト

芥川也寸志
芥川也寸志
芥川也寸志

弦楽のための3楽章
弦楽のための3楽章
交響管弦楽のための音楽

第26回N響ゴールデンポップス
NHK音楽祭2009

1970/10/10

不詳

若杉弘

芥川也寸志

交響管弦楽のための音楽

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

岩城宏之

アダムス、A.エメット(バー
ドゥン)

セント・メリーの鐘

第8回N響ゴールデンポップス映画「セント・
メリーの鐘」使用曲

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIIニューヨーク―街角の歌

フリーデ、ステファニー(sop.)

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

小林英之(org.)

サントリーホール10周年記念フェスティバ
ル公演

1977/03/16

世田谷区民会館

1994/01/27

NHKホール

#1222
A

ブロムシュテット、ヘルベル
アダムス、ジョン
ト

包帯係

2013/02/09

NHKホール

#1748
A

ウルフ、ヒュー

アデス

歌劇「パウダー・ハー・フェイス」 から ダンス

日本初演

1991/02/25

サントリーホール

高関健

アドルガッサー

シンフォニア ト長調

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～モーツァルトとザルツブルクの仲間たち
～

2020/2/15

NHKホール

アブラハムセン

ホルン協奏曲

1935A ヤルヴィ、パーヴォ

シルヴァン、サンフォード(br.)

ドール、シュテファン（hrn.）

NHK交響楽団、ベルリン・フィルハーモ
ニー管弦楽団、 NTR土曜マチネ、シアトル
交響楽団、オークランド・フィルハーモニー
管弦楽団共同委嘱／日本初演

1982/06/10

習志野文化ホール

森正

アルヴェーン

スウェーデン狂詩曲

第63回青少年のためのプロムナードコン
サート北欧の音楽特集第1番と第2番のど
ちらが演奏されたのか、あるいは両方演
奏されたのかは不明プログラムには演奏
時間15分とあるので、どちらかを演奏した
と思われる

1987/11/01

NHKホール

サラステ、ユッカ･ペッカ

アルヴェーン

スウェーデン狂詩曲 第1番

ノルディック・フェスティバル

1964/05/02

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

アルヴェーン

スウェーデン狂詩曲 第1番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

2007/08/05

NHKホール

山下一史

アルベニス

スペイン組曲：セヴィリャーナス

1996/12/16

サントリーホール

デュトワ、シャルル

アルベニス(アルボス)

1991/07/31

NHKホール

山本直純

アンダソン

組曲「イベリア」：エボカシオン /
セビリアの聖体祭
おしゃべり

2010/08/01

NHKホール

現田茂夫

アンダソン

ジャズ・ピチカート

1991/07/31

NHKホール

山本直純

アンダソン

シンコペーテッド・クロック

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
N響「夏」'91

ワルベルク、ハインツ

アンダソン

トランペット吹きのこもり歌

長野オリンピック

山本直純
山本直純

アンダソン
アンダソン

トランペット吹きの休日
プリンク・プレンク・プランク

N響「夏」'91
N響「夏」'91

大城正司(sax.)/原口浩文(sax.)
/貝沼拓実(sax.)/大津立史
(sax.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ
サントリーホール定期演奏会1996-7
N響「夏」'91

1991/07/31
1991/07/31

長野県県民文化会
館
NHKホール
NHKホール

2010/08/01

NHKホール

現田茂夫

アンダソン

プリンク・プレンク・プランク

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

1976/03/25

NHKホール

岩城宏之

イェルネフェルト

こもり歌

第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/03/25

NHKホール

岩城宏之

イェルネフェルト

前奏曲

第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

2004/08/29

NHKホール

岩村力

池内秀和(野見祐二)

「火の鳥」オープニング・テーマ

諌山実生(vocal)

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

斎藤昌子(死神)/中村義春(早川貫
(葬儀屋))/成田絵智子(その妻た
つ)/曾我淑人(松本青年) ほか
ユニオン・プロダクション
劇団若草
鳳プロ
東京放送合唱団(chor.)

＜作＞今村昌平
＜演出＞杉理一

1997/10/05

1971/07/25放送

不詳

若杉弘

池辺晋一郎

オペラ「死神」

1990/07/04

サントリーホール

外山雄三

池辺晋一郎

シンフォニー IV

N響委嘱世界初演
MusicinFuture1990プレトーク(18:00～)：尹
伊桑/一柳慧/池辺晋一郎/船山隆(司会)

1991/04/30

サントリーホール

岩城宏之

池辺晋一郎

シンフォニー IV

1991年第39回尾高賞受賞
MusicinFuture1991
プレトーク(18:00～)：近藤譲/池辺晋一郎/
西村朗/船山隆(司会)

1999/06/04

東京オペラシティ

秋山和慶

池辺晋一郎

シンフォニー VII 「一滴の共感 へ」

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow1999プレトーク(18:20～)：
三善晃/池辺普一郎/楢崎洋子(司会)

2017/06/09

東京オペラシティ

レネス、ローレンス

池辺晋一郎

シンフォニーX「次の時代のために」（2015）［第
65回尾高賞受賞作品］

第65回尾高賞受賞作品
MusicTomorrow2017

1988/08/01

NHKホール

外山雄三

池辺晋一郎

シンフォニック・スケッチ「河・叫ぶ」

1989/07/31

NHKホール

山本直純

池辺晋一郎

シンフォニック・スケッチ「九州 幻想」

1974/12/27放送

不詳

若杉弘

池辺晋一郎

ダイモルフィズム（同質二像）オルガンとオーケ
ストラのために

広野嗣雄(org.)

昭和４９年度芸術祭 優秀賞受賞

1987/05/30

東京文化会館

外山雄三

池辺晋一郎

ピアノ協奏曲 II "Tu m'"… (おまえは私を…)

高橋アキ(pf.)

第13回民音現代作曲音楽祭委嘱第13回
民音現代作曲音楽祭

2005/01/08

NHKホール

アシュケナージ、ウラディー
池辺晋一郎
ミル

ふるさと、あたたかく… －オーケストラのために

新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

1999/08/30

愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ

池辺晋一郎

空海の谺

NHK松山放送局委嘱

1999/06/04

東京オペラシティ

秋山和慶

池辺晋一郎

悲しみの森

1999年第47回尾高賞受賞
MusicTomorrow1999
プレトーク(18:20～)：三善晃/池辺普一郎/
楢崎洋子(司会)

1978/07/12

不詳

岩城宏之

石井眞木

失われた響き（ロスト・サウンズ）Ⅲ

1975/09/05

NHKホール

#667 C 岩城宏之

石井眞木

オーケストラのための「序」

1974/06/22

NHKホール

#636 C 岩城宏之

石井眞木

ディポール作品196

1972/06/23

東京文化会館

#583 B 岩城宏之

石井眞木

響層 作品14

1987/03/25

NHKホール

#1018
B

石井眞木

響層 作品14

岩城宏之

世界初演
N響「夏」'88
世界初演N響「夏」'89

前橋汀子(vln.)

スタジオ録音？
世界初演

赤尾三千子(横笛)

京都市交響楽団委嘱サントリーホール定
期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'87
～都市と音楽III京都―伝統と革新

1987/07/09

サントリーホール

岩城宏之

石井眞木

交響詩「祇王」 作品60

2004/07/04

東京オペラシティ

マクミラン、ジェームズ

石井眞木

交響詩「幻影と死」 作品125

MusicTomorrow2004プレトーク(15:20～)：
JamesMacMillan/望月京/岡部真一郎(司
会)

1994/05/09

サントリーホール

外山雄三

石井眞木

交響譚詩「龍玄の時へ」 作品
100

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow1994プレトーク(18:00～)：
北爪道夫/石井眞木/石田一志(司会)

1984/04/06

ゆうぽうと簡易保
険ホール

外山雄三

石井眞木

曙光～テトラトーンの響き 作品
39

日本現代音楽の夕べ

1982/08/18

NHKスタジオ

岩城宏之

石井眞木

打楽器とオーケストラのための協奏曲
「アフロ・コンチェルト」作品50
～バージョンA（２人の打楽器奏者のための）～

1977/03/09

NHKホール

#715 A 岩城宏之

石井眞木

日本太鼓とオーケストラのための「モノ・プリズ
ム」 作品29

1977/10/12

NHKホール

#731 B 岩城宏之

石井眞木

1970/12/26

NHKホール(旧)

岩城宏之

1984/04/06

ゆうぽうと簡易保
険ホール

1985/03/08

鬼太鼓座(Japanesedrummersgroup) 1976年度第25回尾高賞受賞
小口大八と御諏訪太鼓
(Japanesedrummersgroup)

石原忠興

日本太鼓とオーケストラのための「モノ・プリズ
ム」 作品29
管弦楽のための序破急

外山雄三

一柳慧

ヴァイオリン協奏曲 「循環する風景」

徳永二男(vln.)

NHKホール

#956 C 外山雄三

一柳慧

ヴァイオリン協奏曲 「循環する風景」

徳永二男(vln.)

1982/03/24,25

NHKホール

#867 B 外山雄三

一柳慧

ピアノ協奏曲 第1番 「空間の記憶」

木村かをり(pf.)

1982年第30回尾高賞受賞

1988/05/23

サントリーホール

外山雄三

一柳慧

ピアノ協奏曲 第2番 「冬の肖像」

木村かをり(pf.)

NHK委嘱世界初演
MusicinFuture1988プレトーク(18:00～)：湯
浅譲二/西村朗/一柳慧/船山隆(司会)

1989/05/26

サントリーホール

尾高忠明

一柳慧

ピアノ協奏曲 第2番 「冬の肖像」

木村かをり(pf.)

1989年第37回尾高賞受賞
MusicinFuture1989
プレトーク(18:00～)：細川俊夫/一柳慧/近
藤譲/佐野光司(司会)

1991/02/14

NHKホール

#1134
A

大野和士

一柳慧

ピアノ協奏曲 第2番 「冬の肖像」

中村紘子(pf.)

1996/04/17

NHKホール

#1291
B

岩城宏之

一柳慧

弦楽オーケストラのための「インタースペース」

2017/06/09

東京オペラシティ

レネス、ローレンス

一柳慧

交響曲 第10番 ― さまざまな想い出の中に ―
岩城宏之の追憶に（2016）

1990/07/04

サントリーホール

外山雄三

一柳慧

交響曲「ベルリン連詩」

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

伊藤康英

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2016/07/31

NHKホール

広上淳一

伊福部昭

SF交響ファンタジー 第1番から

ほっとコンサート2016

1982/03/10,11

NHKホール

#865 A 外山雄三

伊福部昭

交響譚詩

1956/01/08放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
伊福部昭
ス

土俗的三連画

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1988/10/01

サントリーホール

外山雄三

伊福部昭

土俗的三連画

＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

2007/08/05

NHKホール

山下一史

イベール

間奏曲

1965/12/16

東京文化会館

フルネ、ジャン

イベール

寄港地

2018/06/09

NHKホール

1888A

1965/01/11

東京文化会館

#452

アシュケナージ、ウラディー
イベール
ミル
デルヴォー、ピエール
イベール

祝典序曲
ディヴェルティメント

1984年第32回尾高賞受賞日本現代音楽
の夕べ

第65回尾高賞受賞作品
MusicTomorrow2017
佐藤しのぶ(sop.)/種井静夫
(ten.)

神田寛明(fl.)/早川りさ子(hrp.)

1990年第38回尾高賞受賞
MusicinFuture1990
プレトーク(18:00～)：尹伊桑/一柳慧/池辺
晋一郎/船山隆(司会)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

1982/09/24

NHKホール

#878 C フムーラ、ガブリエル

イベール

フルート協奏曲

ゴールウェイ、ジェームズ(fl.)

1988/11/16

NHKホール

#1066
B

アサートン、デーヴィッド

イベール

フルート協奏曲

ブラウ、アンドレアス(fl.)

1994/05/25

NHKホール

#1234
B

プラッソン、ミシェル

イベール

フルート協奏曲

グラフェナウアー、イレナ(fl.)

2004/11/03

サントリーホール

#1525
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
イベール
ング

フルート協奏曲

パユ、エマニュエル(fl.)

2019/05/22

サントリーホール

1914B ヤルヴィ、ネーメ

1974/11/02放送

不詳

1964/10/15

イベール

モーツァルトへのオマージュ

尾高忠明

入野義朗

2本の尺八とオーケストラのための 転
(Wandlungen)

東京文化会館

若杉弘

入野義朗

交響曲 第2番

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1964/10/18

スタジオ録音

若杉弘

入野義朗

交響曲 第2番

芸術祭参加作品

1958/07/13放送

不詳

森正

入野義朗

小管弦楽のための「シンフォニエッタ」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（２）」

1969/10/24

東京文化会館

#530 A 岩城宏之

入野義朗

小管弦楽のための「シンフォニエッタ」

昭和29年度第6回「毎日音楽賞」受賞

1988/10/01

サントリーホール

外山雄三

入野義朗

小管弦楽のための「シンフォニエッタ」

＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

1991/04/30

サントリーホール

岩城宏之

ヴァイン

交響曲 第2番

日本初演
MusicinFuture1991プレトーク(18:00～)：近
藤譲/池辺晋一郎/西村朗/船山隆(司会)

2019/04/24

サントリーホール

1911B 下野竜也

ヴァインベルク

交響曲 第12番 作品114 「ショスタコーヴィチの
思い出に」

2000/05/12

NHKホール

#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド

ヴァレーズ

積分 (アンテグラル)

1989/10/31

サントリーホール

スウィトナー、オットマール

ヴァンハル

交響曲 ハ短調

1966/12/13

東京文化会館

#477 B ルッチ、ニコラ

ヴィヴァルディ

四季 作品8

堀伝(vln.)

1979/05/30

NHKホール

#782 B マリナー、ネヴィル

ヴィヴァルディ

四季 作品8

徳永二男(vln.)

1986/11/27

サントリーホール

秋山和慶

ヴィヴァルディ

四季 作品8：秋 / 冬

ラルド、ジェイミー(vln.)/スターン、ア
アイザック・スターンと仲間たち
イザック(vln.)

1977/03/16

世田谷区民会館

岩城宏之

ヴィヴァルディ

ピッコロ協奏曲 ハ長調：第2楽章

2019/09/14

NHKホール

ヴィエニャフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22

ベル、ジョシュア(vln,)

1995/12/18

サントリーホール

外山雄三

ヴィオッティ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ハ長調

ギトリス、イヴリー(vln.)

1987/06/19

NHKホール

#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ヴィニャフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 作品14

五嶋みどり(vln.)

1987/06/20

NHKホール

#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ヴィニャフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 作品14

五嶋みどり(vln.)

1977/01/12

NHKホール

#709 A ヴィッヒ、ギュンター

ヴィニャフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22

前橋汀子(vln.)

1983/06/17

NHKホール

#902 C ライトナー、フェルディナント ヴィニャフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22

ローザンド、アーロン(vln.)

1988/09/02,03

NHKホール

#1058
C

姜東錫(vln.)

1976/07/03

NHKホール

1999/12/01

サントリーホール

1989/07/31

NHKホール

1918A ヤルヴィ、パーヴォ

#1395
B

サロネン、エサ･ペッカ

ヴィニャフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22

森正

ヴィニャフスキ

モスクワの思い出 作品6

デュトワ、シャルル

ヴィラ･ローボス

ブラジル風のバッハ 第5番

山本直純

ウィリアムズ、ジョン

「スター・ウォーズ」組曲

青木静夫(尺八)/横山勝也(尺八)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～

第8回N響ゴールデンポップス映画「野生
の少年」使用曲

復活初演
サントリーホール定期演奏会1995年V

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections
浜田理恵(sop.)
N響「夏」'89

2015/08/02

NHKホール

山下一史

ウィリアムズ、ジョン

「スター・ウォーズ」組曲：メイン・タイトル / ダー
ス・ベイダーのテーマ / 王座の間とエンド・タイト
ル

2015/08/02

NHKホール

山下一史

ウィリアムズ、ジョン

E.T.－フライング・テーマ

2012/08/05

NHKホール

山下一史

ウィリアムズ、ジョン

映画「スターウォーズ」：スター・ウォーズのテー
マ / 帝国のマー チ

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2000/08/25

東京文化会館

デュトワ、シャルル

ウィリアムズ、ジョン

映画「スターウォーズ」から ファントム・メナス組
曲

「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサートNHK放送75周年事業

2003/07/20

東京オペラシティ

岩村力

ウィリアムズ、ジョン

映画「ハリー・ポッターと賢者の石」：ハリーの不
思議な世界

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2012/08/05

NHKホール

山下一史

ウィリアムズ、ジョン

映画「ハリー・ポッターと賢者の石」：ハリーの不
思議な世界

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2016/07/31
2017/07/30

NHKホール
NHKホール

広上淳一
渡邊一正

ウィリアムズ、ジョン
ウィリアムズ、ジョン

スーパーマン・マーチ
雅の鐘

ほっとコンサート2016
ほっとコンサート2017

1974/12/06

NHKホール

ウェーバー

歌劇「アブ・ハッサン」：序曲

1965/01/17

日比谷公会堂

デルヴォー、ピエール

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

1966/04/16放送

東京文化会館

岩城宏之

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

1975/06/18

NHKホール

#665 A ワルベルク、ハインツ

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

1988/04/01,02

NHKホール

#1049
C

グラーフ、ハンス

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

2000/02/26

NHKホール

#1402
C

スラットキン、レナード

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

2008/05/21

サントリーホール

#1621
B

マリン、イオン

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

2020/1/22

サントリーホール

1932B ルイージ、ファビオ

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

#646 C スウィトナー、オットマール

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1964/11/10

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「オベロン」：序曲

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1963/09/02放送

NHKホール(旧)

ボスコフスキー、ウィリー

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1963年8月25日
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「オベロン」：序曲

1971/04/17放送

埼玉会館？

岩城宏之

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1973/02/17

渋谷公会堂

#597 C シュタイン、ホルスト

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1974/12/17

NHKホール

#648 B スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1981/11/13

NHKホール

#853 C

ブロムシュテット、ヘルベル
ウェーバー
ト

歌劇「オベロン」：序曲

1984/02/08

NHKホール

#923 B シュタイン、ホルスト

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1986/05/09

NHKホール

#992 C ライトナー、フェルディナント ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1990/06/01

NHKホール

大友直人

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

日本文字放送創立5周年記念(非公開)

1992/09/21

サントリーホール

アサートン、デーヴィッド

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992III)
歴史が驚いた名曲

1993/09/03

NHKホール

#1208
C

大友直人

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、大友直人に指揮者
変更

1997/05/28

NHKホール

#1324
B

コウト、イルジー

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

2002/03/21

サントリーホール

ツァグロゼク、ローター

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

サンティ、ネルロ

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

ベルティーニ、ガリー

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

#1658
A

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
同年2月13日録音の可能性あり

2009/11/14

NHKホール

1987/02/23

サントリーホール

1966/01/19

東京文化会館

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1968/11/30

不詳

森正

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「Ｎ響ニューイヤーコンサート」

1969/05/27?

東京文化会館

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1969年5月27日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1971/12/25

東京厚生年金会館

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

心身障害児のための慈善演奏会

1973/06/12

渋谷公会堂

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1974/03/30

NHKホール

尾高忠明

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1976/01/28

NHKホール

クレー、ベルンハルト

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1976/12/15

NHKホール

ライトナー、フェルディナント ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1980/09/12

NHKホール

#817 C ケーゲル、ヘルベルト

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1988/03/04,05

NHKホール

#1046
C

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/07/02

北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

NHK札幌放送局開局60周年記念

1988/10/31

サントリーホール

リッケンバッハー、カール･
アントン

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1993/06/12

NHKホール

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1997/07/31

NHKホール

ヤング、シモーネ

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

2001/11/08

NHKホール

#1445
A

サンティ、ネルロ

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

ワーグナーの夕べ

2003/01/15

サントリーホール

#1479
B

コウト、イルジー

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

2007/08/05

NHKホール

山下一史

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」：かりゅうどの合唱「かりゅう
どの喜びは」

1974/12/11

NHKホール

#647 A スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「リューベツァール」序曲

1977/09/07

NHKホール

#727 A 外山雄三

ウェーバー

歌劇「リューベツァール」序曲

1970/02/10?

東京文化会館

岩城宏之

ウェーバー

1986/05/09

NHKホール

1969/01/21

#463 B カイルベルト、ヨーゼフ

#527 B マタチッチ、ロヴロ･フォン
スウィトナー、オットマール
#608 C

#1205
C

スウィトナー、オットマール

都民芸術フェスティバル・第18回都民のた
めのコンサート

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート
若い芽のコンサート
第6回N響ゴールデンポップスライトナー／
フデチェク特別演奏会

今井仁志(hrn.)/勝俣泰(hrn.)/竹村
淳司(hrn.)/中島大之(hrn.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 作品73

ランスロ、ジャック(cl.)

録音日が違う可能性あり
1970年2月4,5日の録音？

#992 C ライトナー、フェルディナント ウェーバー

クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 作品73

浜中浩一(cl.)

東京文化会館

#517 B 岩城宏之

ウェーバー

クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74

フックス、フリードリヒ(cl.)

2012/10/24

サントリーホール

#1738
B

マゼール、ロリン

ウェーバー

クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74

オッテンザマー、ダニエル(cl.)

1983/11/16

NHKホール

#914 B

ブロムシュテット、ヘルベル
ウェーバー
ト

1982/06/16

NHKホール

#874 A ワルベルク、ハインツ

ウェーバー

ピアノ小協奏曲 ヘ短調 作品79

シーゲル、ジェフリー(pf.)

1988/03/04,05

NHKホール

#1046
C

ウェーバー

ピアノ小協奏曲 ヘ短調 作品79

小山実稚恵(pf.)

スウィトナー、オットマール

序曲「霊界の支配者」 作品27

ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

1955/10/05放送

不詳

1981/06/19

NHKホール

1988/10/31

サントリーホール

1982/12/15

NHKホール

1988/12/07

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

ウェーバー

舞踏への勧誘 作品65

ウェーバー(ベルリオーズ)

舞踏への勧誘 作品65

ウェーバー(マーラー)

歌劇「3つのピント」：間奏曲

#887 B スウィトナー、オットマール

ウェーベルン

6つの小品 作品6

NHKホール

#1069
B

ヤノフスキ、マレク

ウェーベルン

6つの小品 作品6 (1928年版)

1996/05/16

NHKホール

#1293
A

インバル、エリアフ

ウェーベルン

6つの小品 作品6 (1928年版)

1973/11/07

NHKホール

#613 A ヴィッヒ、ギュンター

ウェーベルン

オーケストラのための5つの小品 作品10

1991/10/17

NHKホール

#1153
B

1983/10/19

NHKホール

#910 A グシュルバウアー、テオドル ウェーベルン

パッサカリア 作品1

1987/04/15

NHKホール

#1021
B

ムント、ウーヴェ

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

1994/03/16

NHKホール

#1228
B

ワルベルク、ハインツ

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

1998/04/23

NHKホール

#1350
A

ギルバート、アラン

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

2005/02/23

サントリーホール

#1537
B

ノセダ、ジャナンドレア

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

2006/09/08

NHKホール

#1575
C

若杉弘

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

2009/01/16

NHKホール

#1638
C

ジンマン、デーヴィッド

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

ああ、この悲しみ

モンタルソロ、パオロ(bs.)

歌劇「アイーダ」

ステルラ、アントニエッタ(アイーダ)/
ベルトルリ、ルチアーナ(アイーダ)/
シミオナート、ジュリエッタ(アムネリ
ス)/ピラッツィーニ、ミリアム(アムネ
リス)/ボルソ、ウンベルト(ラダメス)/
プーマ、サルヴァトーレ(ラダメス)/グ
エルフィ、ジャン・ジャコモ(アモナズ
ロ)/カーヴァ、カルロ(ランフィス)/カッ
シネルリ、アントニオ(エジプト王)/カ
ルリン、マリオ(エジプト王の使者)/東
京放送合唱団(chor.)/二期会
(chor.)

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念合唱指揮：森正演
出：ブルーノ・ノフリプロンプター：セルジョ・
ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之演出助手：
栗山昌良美術監督：妹尾河童美術監督助
手：緒方規久子照明：石井尚郎
振付：島田広舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐々木忠次/湯藤
光生/青木堅造バレエ：服部・島田バレエ
団
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

歌劇「アイーダ」

トゥッチ、ガブリエルラ(アイーダ.)/エ
レディア、レナータ(アイーダ)/シミオ
ナート、ジュリエッタ(アムネリス)/デ
ル・モナコ、マリオ(ラダメス)/ロ・フォ
レーゼ、アンジェロ(ラダメス)/プロッ
ティ、アルド(アモナズロ)/グエル
フィ、ジャン・ジャコモ(アモナズロ)/ワ
シントン、パオロ(ランフィス)/パ
リューカ、シルヴァーノ(エジプト王)/
チェザリーニ、アトス(エジプト王の使
者)/川内澄江(sop.)/東京放送合唱
団(chor.)/二期会(chor.)/藤原歌劇
団合唱部(chor.)/東京コラリアーズ
(chor.)

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
振付：ロイ・トバイアス/島田広
振付補佐：関口長世
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ラーリ
補助指揮：福永陽一郎/外山雄三
/若杉弘
バレエ：日本バレエ協会員
プリマ・バレリーナ：貝谷八百子
協演：三期会
美術：チェーザレ・マリオ・クリスティーニ

歌劇「アイーダ」

プリエーゼ、フランコ(エジプト王.)/
コッソット、フィオレンツァ(アムネリ
ス)/サントゥニオーネ、オリアンナ(ア
イーダ)/ベルゴンツィ、カルロ(ラダメ
ス)/ラボー、フラヴィアーノ(ラダメ
ス)/ヴィンコ、イヴォ(ランフィス)/マス
トロメイ、ジャン・ピエロ(アモナズロ)/
ヤコプッチ、フェルナンド(エジプト王
の使者)/ディ・スタジオ、アンナ(尼僧
長)/日本プロ合唱団連合(chor.)

NHKホール落成記念公演
LIRICAITALIANA1973
バレエ・ソロ：田中俊行(第2幕第1場)/森下
洋子(第2幕第2場)/清水哲太郎(第2幕第2
場)
演出：ルイージ・スクアルツィーナ
美術・衣装：ピエルルイージ・ピッツィ
振付：ルチアーナ・ノヴァーロ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
舞台製作：パラヴィチーニ
衣装製作：ティレルリ
かつら：ロケッティ
履物：ポンペイ
合唱指揮：福森湘
振付助手：服部智恵子
副指揮：田中信昭/中館輝厚/宮本昭嘉/
小松一彦/堤俊作/佐藤功太郎/松井和彦
バレエ：松山バレエ団/谷桃子バレエ団/東
京シティ・バレエ団協演：東京演劇アンサ
ンブル

歌劇「アイーダ」 (演奏会形式)

ルーフィ、フラノ(bs.)/パスクアリー
ニ、セレーナ(mez.sop.)/マルフィー
ジ、アドリアーナ(sop.)/パーク、サン
合唱指揮：河原哲也
ドロ(ten.)ルジツキ、グレゴル(bs.)/ル
開催曜日・時刻が通常と異なる
メッツ、パオロ(br.)/松村英行(ten.)
/大隅智佳子(sop.)/二期会合唱団
(chor.)

1956/09/30

1961/10/16

1973/09/08

コステラネッツ、アンドレ
#846 C ワルベルク、ハインツ
リッケンバッハー、カール･
アントン

グイ、ヴィットリオ/ヴェル
キ、ニーノ

東京宝塚劇場

カプアーナ、フランコ/モレ
ルリ、ジュゼッペ

東京文化会館

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

NHKホール

2010/10/15

NHKホール

2007/11/26

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーベルン
ング

#1682
A

ヴェルディ

ヴェルディ

ヴェルディ

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

夏の風の中で

世界の若手指揮者たち

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

NHKホール

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「アイーダ」：エジプトとイジスの神に栄光あ
新国立劇場合唱団(chor.)
れ
歌劇「アイーダ」：おお、わがふるさと
トゥッチ、ガブリエルラ(sop.)

1961/11/01

フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：神よ、平和を与えたまえ

エレディア、レナータ(sop.)

NHK音楽祭

イタリア歌劇団 慈善演奏会

1964/09/28

東京文化会館

岩城宏之

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

1968/08/17

不詳

森正

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

1978/05/31

NHKホール

#753 A 小林研一郎

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

1985/11/15

NHKホール

#975 C シュタイン、ホルスト

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

1985/11/27

立川市市民会館

小泉和裕

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

ナザレス、ダニエル

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

パータノストロ、ロベルト

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

ワルベルク、ハインツ

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

1991/11/29

NHKホール

1994/02/28

サントリーホール

#1157
C
#1226
C

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

サントリーホール定期演奏会1993-VII

1994/03/05

NHKホール

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

長野オリンピック

2002/07/13

東京オペラシティ

岩村力/齋藤一郎

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

2005/07/22

NHKホール

イシイ･エトウ、キンボー

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

N響「夏」2005

エレーデ、アルベルト

ヴェルディ

歌劇「オテロ」

デル・モナコ、マリオ(オテロ)/ゴッビ、
ティト(ヤーゴ)/プロッティ、アルド
(ヤーゴ)/カルーソー、マリアーノ(カッ
シオ)/デ・ユリス、ガブリエレ(ロデ
リーゴ)/クラバッシ、プリニオ(ロド
ヴィーコ)/岡村喬生(モンターノ)/オ
ネスティ、ジョルジョ(伝令)/トゥッチ、
ガブリエルラ(デズデモナ)/ディ・スタ
ジオ、アンナ(エミリア)/東京放送合
唱団(chor.)/二期会(chor.)/藤原歌
劇団合唱部(chor.)/東京少年少女合
唱隊(chor.)

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：アヴェ・マリア

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

尾高忠明

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：アヴェ・マリア

木下美穂子(sop.)

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：バレエ音楽

サンティ、ネルロ
サンティ、ネルロ

ヴェルディ
ヴェルディ

歌劇「オテロ」：バレエ音楽
歌劇「オテロ」：喜びの炎よ

新国立劇場合唱団(chor.)

NHK音楽祭
NHK音楽祭

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：無慈悲な神の命ずるままに

チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ

イシイ･エトウ、キンボー

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：柳の歌「泣きぬれて野のはてに
ただひとり」

トモワ・シントウ、アンナ(sop.)

N響「夏」2005

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：柳の歌「泣きぬれて野のはてに
ただひとり」

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

モレルリ、 ジュゼッペ

ヴェルディ

歌劇「仮面舞踏会」：おまえこそ心を汚すもの

プロッティ、アルド(br.)

イタリア歌劇団 慈善演奏会

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「仮面舞踏会」：おまえこそ心を汚すもの

チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ

#956 C 外山雄三

ヴェルディ

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲

NHKホール

#1056
A

スラットキン、レナード

ヴェルディ

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲

ヴェルディの夕べ

2004/09/12

Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲

オーチャード定期第31回

1959/02/04,07

東京宝塚劇場

2009/11/20

NHKホール

2012/02/05

NHKホール

2001/11/23

NHKホール

2007/11/26
2007/11/26

NHKホール
NHKホール

2001/11/23

NHKホール

2005/07/22

NHKホール

2009/11/20

NHKホール

1961/10/24

東京文化会館

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

1985/03/08

NHKホール

1988/06/09

1976/09/26

#1659
C

#1447
C

#1447
C

#1659
C

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

NHKホール

2013/11/08

NHKホール

1973/09/01

NHKホール

2001/11/23

NHKホール

#1766
A

#1447
C

ヴェルディ

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
合唱指導：長谷川新一
美術：カミルロ・バルラヴィチーニ
(CamilloParravicini)
Ricordi版楽譜を使用

日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子
ヴェルディの夕べ

歌劇「シモン・ボッカネグラ」

カップッチルリ、ピエロ(br.)/ギャウロ
フ、ニコライ(bs.)/サッコマーニ、ロレ
ンツォ(br.)/マッツォッタ、パオロ(br.)/
リッチャレルリ、カーティアsop./メリー
ギ、ジヨルジヨ(ten.)/ディ・ヴィエトリ、
ピエトロ(ten.)/フォルトゥナート、シル
リsop./日本プロ合唱団連合(chor.)

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「シモン・ボッカネグラ」 (演奏会形式)

ルメッツ、パオロ(シモン)/マルフィー
ジ、アドリアーナ(アメリア)
/ルジツキ、グレゴル(フィエスコ)/
合唱指揮：河原哲也
パーク、サンドロ(ガブリエレ)/吉原輝
字幕つき
(パオロ)/ルーフィ、フラノ(ピエトロ)/
中島郁子(侍女)/松村英行(射手隊
長)/二期会合唱団(chor.)

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「シモン・ボッカネグラ」：悲しい胸の思いは

ギャウロフ、ニコライ(br.)

ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ジャンヌ・ダルク」：おお運命の森よ

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

ヴェルディの夕べ

1959/02/17

東京宝塚劇場

エレーデ、アルベルト

ヴェルキ、ニーノ

歌劇「椿姫」

トゥッチ、ガブリエルラ(ヴィオレッタ・
ヴァレリー)/ディ・スタジオ、アンナ(フ
ローラ・ベルヴォア)/ヤイヤ、ジャン
ニ(アルフレード・ジェルモン)/プロッ
ティ、アルド(ジョルジョ・ジェルモン)/
コロンボ、シピオ(ジョルジョ・ジェルモ
ン)/カルーソー、マリアーノ(ガストン
子爵)/ラ・ポルタ、アルトゥーロ(ドゥ
フォール男爵)/宮本昭太(ドゥフォー
ル男爵)/モンタルソロ、パオロ(オビ
ニー侯爵)/オネスティ・ジョルジョ(グ
ランヴィル)/キッサーリ、サンタ(アン
ニーナ)/東京放送合唱団(chor.)/二
期会(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
振付：島田広
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
バレエ：日本バレエ協会
美術：ヴェニエロ・コラサンティ
(VenieroCorasanti)/ジョン・ムール
(JohnMoores)
Ricordi版楽譜を使用

ヴェルディ

歌劇「椿姫」

スコット、レナータ(ヴィオレッタ・ヴァ
レリー)/ディ・スタジオ、アンナ(フロー
ラ・ベルヴォア)/ペドローニ、アンナ
(アンニーナ)/カレーラス、ホセ(アル
フレード・ジェルモン)/ブルスカン
ティーニ、セスト(ジョルジョ・ジェルモ
ン)/ヤコプッチ、フェルナンド(ガスト
ン子爵)/マッツィーニ、グイド(ドゥ
フォール男爵)/ロンバルディ、フラン
コ(ドビニー侯爵)/メリチアーニ、カル
ロ(グランヴィル)/金谷良三(ジュゼッ
ペ)/久岡昇(使者)/日本プロ合唱団
連合(chor.)

NHKホール落成記念公演
LIRICAITALIANA1973
演出：ブルーノ・ノフリ
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
振付：島田広
プロンプター：ウーゴ・カターニア
衣装：ローマ歌劇場
かつら：パーリアルンガ
履物：ポンペイ
合唱指揮：福森湘
振付助手：服部智恵子
副指揮：田中信昭/中館輝厚/宮本昭嘉/
小松一彦/堤俊作/松井和彦
バレエ：東京シティ・バレエ団協演：東京演
劇アンサンブル

ヴェルディ

1973/09/19

NHKホール

1974/01/23

NHKホール

#620 B 秋山和慶

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：ああ、そはかの人か―花から花へ ルデンコ、ベラ(sop.)

1990/01/07

NHKホール

外山雄三

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：ああ、そはかの人か―花から花へ 澤畑恵美(sop.)

第16回若い芽のコンサート

2000/05/06

NHKホール

チョン、ミョンフン

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：ああ、そはかの人か―花から花へ ジョー、スミ(sop.)

NHK放送75周年事業

2012/02/04

NHKホール

尾高忠明

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：ああ、そはかの人か―花から花へ 澤畑恵美(sop.)

日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2003/10/05

NHKホール

ヤング、シモーネ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：アルフレードはどこに

佐藤しのぶ(sop.)/ブラック、ジェフ
リー(br.)

NHK音楽祭

2001/11/23

NHKホール

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：ヴァレリー嬢ですか？

マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/
チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ

2003/10/05
1973/09/01
2003/10/05

NHKホール
NHKホール
NHKホール

ヤング、シモーネ
ヴェルキ、ニーノ
ヤング、シモーネ

ヴェルディ
ヴェルディ
ヴェルディ

歌劇「椿姫」：お嬢さんに伝えてください
歌劇「椿姫」：前奏曲
歌劇「椿姫」：前奏曲

#1447
C

佐藤しのぶ(sop.)

NHK音楽祭
ニコライ・ギャウロフ特別演奏会
NHK音楽祭

1956/10/28

神戸国際会館

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：第3幕への前奏曲

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1968/08/17

不詳

森正

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：第3幕への前奏曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：第3幕への前奏曲

オーチャード定期第31回

ヤング、シモーネ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：どうすればよいのですか

佐藤しのぶ(sop.)

NHK音楽祭

ヤング、シモーネ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：わたしの愛の強さを知らないから

佐藤しのぶ(sop.)

NHK音楽祭

2003/10/05

Bunkamura オー
チャードホール
NHKホール

2003/10/05

NHKホール

2004/09/12

2003/10/05

NHKホール

ヤング、シモーネ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：今は生きる力もなく

2003/10/05

NHKホール

ヤング、シモーネ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：天使のように清らかな娘が

1963/10/16

東京文化会館

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

1955/09/28放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
ヴェルディ
ス

1956/10/28

神戸国際会館

1974/04/26

NHKホール

2001/11/23

NHKホール

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルディ

佐藤しのぶ(sop.)/ブラック、ジェフ
リー(br.)
ブラック、ジェフリー(br.)

歌劇「トロヴァトーレ」

バスティアニーニ、エットレ(ルーナ伯
爵)/プロッティ、アルド(ルーナ伯爵)/
ステルラ、アントニエッタ(レオノー
ラ)/パラーダ、クラウディア(レオノー
ラ)/シミオナート、ジュリエッタ(アズ
チェーナ)/ダニエーリ、ルチア(アズ
チェーナ)/デル・モナコ、マリオ(マン
リーコ)/アンナローロ、アントニオ(マ
ンリーコ)/マランゴーニ、ブルーノ
(フェランド)/ディ・スタジオ、アンナ(イ
ネス)/グッジャ、マリオ(ルイス)/オネ
スティ、ジョルジョ(年寄りのロマ)/ペ
ドローニ、アウグスト(伝令)/東京放
送合唱団(chor.)/二期会(chor.)/藤
原歌劇団合唱部(chor.)

歌劇「トロヴァトーレ」：われらの山へ

タッシナーリ、ピア(sop.)/タリアヴィー
ニ、フェルッチョ(ten.)

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「トロヴァトーレ」：炎は燃えて！

ピラッツィーニ、ミリアム
(mez.sop.)

#630 B

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

ヴェルディ

歌劇「トロヴァトーレ」：炎は燃えて！

レフコ、ヴァレンティナ(alt.)

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「トロヴァトーレ」：静かな夜

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「ドン・カルロ」：ひとり寂しく眠ろう

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)
クラバッシ、プリニオ(bs.)

NHK音楽祭
NHK音楽祭

LIRICAITALIANA1963
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
(CamilloParravicini)
合唱指揮：福永陽一郎
振付：友井唯起子
プロンプター：アルトゥーロ・ウォルフ・フェ
ラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
副指揮：外山雄三/三石精一/若杉宏/菊
池彦典
バレエ：友井唯起子/鈴木多起子(法村・友
井バレエ団)
協演：三期会

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

ヴェルディの夕べ

1964/09/28
1973/09/01

東京文化会館
NHKホール

岩城宏之
ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ
ヴェルディ

歌劇「ドン・カルロ」：ひとり寂しく眠ろう
歌劇「ドン・カルロ」：ひとり寂しく眠ろう

ロンドン、ジョージ(br.)
ギャウロフ、ニコライ(br.)

1961/10/24

東京文化会館

バジーレ、アルトゥーロ

ヴェルディ

歌劇「ドン・カルロ」：むごい運命よ

シミオナート、ジュリエッタ(mez-sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/11/01

フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

ヴェルディ

歌劇「ドン・カルロ」：むごい運命よ

シミオナート、ジュリエッタ(mez-sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1959/02/25

東京宝塚劇場

エレーデ、アルベルト

ヴェルディ

歌劇「ドン・カルロ」：ロドリーゴの死「終わりの日
コロンボ、シピオ(br.)
は来た」

1993/01/09

NHKホール

大友直人

ヴェルディ

歌劇「ドン・カルロ」：ロドリーゴの死「終わりの日
三原剛(br.)
は来た」

第19回若い芽のコンサート

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ナブッコ」：ユダヤの神よ

ヴェルディの夕べ

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ナブッコ」：序曲

2001/11/23
2001/11/23

1956/10/09

1961/10/03

産経ホール

グイ、ヴィットリオ

バジーレ、アルトゥール/モ
レルリ、ジュゼッペ

東京文化会館

ヴェルディ

ヴェルディ

チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

ヴェルディの夕べ

歌劇「ファルスタッフ」

タッディ、ジュゼッペ(ファルスタッフ)/
ボイエル、アントニオ(フォード)/オン
シーナ、フアン(フェントン)/スカル
リーニ、グラウコ(ケイアス)/カルリ
ン、マリオ(バードルフ)/カッシネル
リ、アントニオ(ピストル)/モスクッチ、
オリエッタ(フォード夫人)/ノーニ、ア
ルダ(ナネッタ)/ピラッツィーニ、ミリア
ム(クイックリ夫人)/コルシ、リナ(ペー
ジ夫人)/東京放送合唱団(chor.)/二
期会(chor.)

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念合唱指揮：森正演
出：ブルーノ・ノフリプロンプター：セルジョ・
ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之演出助手：
栗山昌良美術監督：妹尾河童美術監督助
手：緒方規久子照明：石井尚郎
振付：島田広舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐々木忠次/湯藤光生/北
村三郎バレエ：服部・島田バレエ団
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

歌劇「リゴレット」

ポッジ、ジャンニ(マントヴァ公爵)/プ
ロッティ、アルド(リゴレット)/ドラー
ツィ、アッティリオ(リゴレット)/トゥッ
チ、ガブリエルラ(ジルダ)/ワシント
ン、パオロ(スパラフチレ)/ディ・スタ
ジオ、アンナ(マッダレーナ)/ピーニ、
アマリア(ジョヴァンナ)/パリューカ、
シルヴァーノ(モンテローネ伯爵)/ラ・
ポルタ、アルトゥーロ(マルーロ)/チェ
ザリーニ、アトス(ボルサ)/オネス
ティ、ジョルジョ(チェプラーノ伯爵)/
松内和子(公爵夫人の小姓)/坂本博
士(衛兵)/二期会(chor.)/藤原歌劇団
合唱部(chor.)/東京コラリアーズ
(chor.)

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
振付：ロイ・トバイアス/島田広
振付補佐：関口長世
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ラーリ
補助指揮：福永陽一郎/外山雄三
/若杉弘
バレエ：日本バレエ協会員
協演：三期会
美術：チェーザレ・マリオ・クリスティーニ

LIRICAITALIANA1971
演出：ブルーノ・ノフリ
美術：エンツォ・デホー
舞台製作：エルコーレ・ソルマーニ
衣装：パスクァーレ・グロッシ
衣装製作：サルトリア・マリレーナ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
合唱指揮：田中信昭
副指揮：三石精一/尾高忠明/石橋義也/
福森湘/北村協一/宮本昭嘉
バレエ：東京シティ・バレエ団
協演：東京演劇アンサンブル
Ricordi版楽譜を使用

1971/09/07

東京文化会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ヴェルディ

歌劇「リゴレット」

パヴァロッティ、ルチアーノ(マント
ヴァ公爵)/グロッソップ、ピーター(リ
ゴレット)/モナケージ、ワルテル(リゴ
レット)/ラッセル、ルイズ(ジルダ)/ラ
イモンディ、ルッジェーロ(スパラフチ
レ)/ヴィンコ、イヴォ(スパラフチレ)/
ディ・スタジオ、アンナ(マッダ
レーナ&ジョヴァンナ)/クラバッシ、プ
リニオ(モンテローネ伯爵)/マッツィー
ニ、グイド(マルーロ)/ペドローニ、ア
ウグスト(ボルサ)/田島好一(チェプ
ラーノ伯爵)/ゾッティ、マリーサ(チェ
プラーノ伯爵夫人&公爵夫人の小
姓)/島田恒輔(衛兵)/日本プロ合唱
団連合(chor.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「リゴレット」：四重唱「いつかあなたに会っ
た時から」

キッサーリ、サンタ(sop.)/ディ・スタジ
オ、アンナ(mez.sop.)/ヤイヤ、ジャン
ニ(ten.)/プロッティ、アルド(br.)
イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28

神戸国際会館

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「リゴレット」：四重唱「美しい乙女よ」

ノーニ、アルダ(sop.)/ピラッツィー
ニ、ミリアム(mez.sop.)/プーマ、サル
ヴァトーレ(ten.)/タッディ、ジュゼッペ
(br.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

エレーデ、アルベルト

ヴェルディ

歌劇「リゴレット」：女心の歌「風の中の羽のよう
に」

ヤイヤ、ジャンニ(ten.)

1974/01/23

NHKホール

#620 B 秋山和慶

ヴェルディ

歌劇「リゴレット」：慕わしい人の名は

ルデンコ、ベラ(sop.)

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ルイザ・ミラー」：お前顔色が悪く悲しそうだ マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/
な
チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ルイザ・ミラー」：序曲

ヴェルディの夕べ

2004/09/12

Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ルイザ・ミラー」：序曲

オーチャード定期第31回

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「レニャーノの戦い」：何度死を願ったことで マルフィージ、アドリアーナ
しょう
(sop.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「レニャーノの戦い」：序曲

ヴェルディの夕べ

1988/02/18

NHKホール

#1044
A

ワルベルク、ハインツ

ヴェルディ

佐藤しのぶ(sop.)/辻宥子(sop.)/
聖歌四編：悲しみの聖母 / われらは神としてた ヴァーサル、リチャード(ten.)/高橋啓
合唱指導：及川貢
たえまつる
三(bs.)/昭和音楽大学(chor.)/昭和
音楽大学短期大学部(chor.)

1987/02/18

NHKホール

#1015
B

ベルティーニ、ガリー

ヴェルディ

レクイエム

片岡啓子(sop.)/秋葉京子(alt.)
/市原多朗(ten.)/マルティノヴィチ、
ボリス(bs.)/武蔵野音楽大学(chor.)

合唱指導：佐久間哲也

1994/04/14

NHKホール

#1230
A

ジェルメッティ、ジャンルイジ ヴェルディ

レクイエム

マッツァリア、ルチア(sop.)/ポドレス、
エヴァ(alt.)/市原多朗(ten.)/多田羅
迪夫(bs.)/東京藝術大学(chor.)

1998/09/03

NHKホール

#1358

チョン、ミョンフン

ヴェルディ

レクイエム

中村智子(sop.)/西明美(alt.)/佐野成
宏(ten.)/直野資(bs.)/二期会合唱団
(chor.)

2003/05/22

NHKホール

#1488
A

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

レクイエム

マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/ム
ラゾワ、ヤーナ(alt.)/ソルマン、ミロ
(ten.)/デ・グランディス、フランコ
(bs.)/二期会合唱団(chor.)

2013/04/19

NHKホール

#1752
C

ビシュコフ、セミョーン

ヴェルディ

レクイエム

ポプラフスカヤ、マリナ(sop.)/ラチ
ヴェリシュヴィリ、アニタ(alt.)/ピタス、 ～ヴェルディ生誕200年～
ディミトリ(ten.)/ヴォロビエフ、ユーリ 合唱指揮：三澤洋史
(bs.)/新国立劇場合唱団(chor.)

2003/07/25

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ヴォーン・ウィリア ムズ

グリーンスリーヴズによる幻想曲

N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2008/08/03

NHKホール

梅田俊明

ヴォーン・ウィリアムズ

イギリス民謡組曲

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴吹奏楽

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ヴォーン・ウィリアムズ

グリーンスリーヴズによる幻想曲

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1989/01/25

NHKホール

#1072
B

ギブソン、アレクサンダー

ヴォーン・ウィリアムズ

交響曲 第2番 「ロンドン交響曲」

1979/10/31

NHKホール

#792 B ストラウス、ポール

ヴォーン・ウィリアムズ

交響曲 第4番 ヘ短調

1999/05/19

サントリーホール

#1380
B

プレヴィン、アンドレ

ヴォーン・ウィリアムズ

交響曲 第5番 ニ短調

2006/11/10

NHKホール

#1581
C

ノリントン、ロジャー

ヴォーン・ウィリアムズ

交響曲 第5番 ニ短調

1967/05/10

東京文化会館

#486 A フレッチャ、マッシモ

ヴォーン・ウィリアムズ

タリスの主題による幻想曲

1979/05/25

NHKホール

#781 A マリナー、ネヴィル

ヴォーン・ウィリアムズ

タリスの主題による幻想曲

1982/11/17

NHKホール

#884 B ベルゲル、エーリッヒ

ヴォーン・ウィリアムズ

タリスの主題による幻想曲

2000/02/16

サントリーホール

#1401
B

スラットキン、レナード

ヴォーン・ウィリアムズ

タリスの主題による幻想曲

2013/05/11

NHKホール

#1754
A

尾高忠明

ヴォーン・ウィリアムズ

テューバ協奏曲 ヘ短調

1978/05/03

NHKホール

#750 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヴォルジシェク
ング

シンフォニア ニ長調

1984/09/12

NHKホール

#937 A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ヴォルジシェク

シンフォニア ニ長調

1991/06/14

NHKホール

#1145
C

フォスター、ローレンス

ウォルトン

ヴァイオリン協奏曲

竹澤恭子(vln.)

1993/10/27

NHKホール

#1213
B

アントルモン、フィリップ

ウォルトン

ヴィオラ協奏曲

今井信子(vla.)

1986/01/22

NHKホール

#980 B スタインバーグ、ピンカス

ウォルトン

組曲「ヘンリー5世」

2013/05/11

NHKホール

#1754
A

尾高忠明

ウォルトン

交響曲 第1番

2011/05/13

NHKホール

#1701
C

尾高忠明

ウォルトン

チェロ協奏曲

2001/09/14

NHKホール

#1440
C

メルクル、準

ウォルフ

イタリアのセレナード

1960/10/24

Salle Pleyel

クレツキ、パウル

ウォルフ

ゲーテの詩による歌曲：たて琴 弾きの歌 (その
1)「孤独にふける者は」 / たて琴弾きの歌 (その フィッシャー・ディースカウ、ディートリ
パリ
2)「門ごとに忍び寄り」 / たて琴弾きの歌 (その ヒ(br.)
3)「涙とともにパンを味わわない者は」

1986/12/03

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ウォルフ

交響詩「ペンテジレア」

1977/07/09

NHKホール

岩城宏之

ヴォルフ･フェラーリ

歌劇「聖母の宝石」：間奏曲

第13回心身障害児のためのN響演奏会

1980/03/22

NHKホール

外山雄三

ヴォルフ･フェラーリ

歌劇「聖母の宝石」：間奏曲

第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1965/07/10

NHKホール(旧)

岩城宏之

ヴォルフ･フェラーリ

歌劇「聖母の宝石」：間奏曲 第
1番 / 第2番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヴォルフ･フェラーリ
ング

歌劇「聖母の宝石」：間奏曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1981/04/08

NHKホール

#839 B

ヴォルム、ディーター･ゲル
ヴュータン
ハルト

ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 作品37 「グレ
ボベスコ、ローラ(vln.)
トリー」

1996/04/11

NHKホール

#1290
A

外山雄三

ヴュータン

ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 作品37 「ル・
チー・ユン(vln.)
グレトリー」

1987/11/12

NHKホール

#1035
A

シュタイン、ホルスト

エーダー

フルート協奏曲「ハフナー」

シュルツ、ウォルフガング(fl.)

2008/09/19

NHKホール

#1626
C

エトヴェシュ、ペーテル

エトヴェシュ、ペーテル

「セブン」 (コロンビア宇宙飛行士への追悼)～
ヴァイオリンと オーケストラのための
(2006/2007)

諏訪内晶子(vln.)

1995/04/20

NHKホール

#1260
B

フォスター、ローレンス

エネスコ

交響曲 第1番 変ホ長調 作品13

1964/03/21

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

エネスコ

ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

1967/06/10?

東京文化会館

#489 B 岩城宏之

エネスコ

ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

1970/02/12

フェスティバ ル
ホール

岩城宏之

エネスコ

ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

1998/07/31

サントリーホール

フィッシャー、イヴァン

エネスコ

ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

2007/05/16

東京文化会館

フォスター、ローレンス

エネスコ

ルーマニア狂詩曲 第2番 ニ長調 作品11

#1007
A

徳永二男(vln.)/山口裕之(vln.)
/菅沼準二(vla.)/徳永健一郎
(vlc.)

池田幸広(tub.)

イッサーリス、スティーヴン(vlc.)

ＮＨＫ交響楽団・ルツェルン音楽祭委嘱
日本初演

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～
東京文化会館公演

1989/01/25

NHKホール

#1072
B

ギブソン、アレクサンダー

エルガー

「ロンドンの下町」序曲 作品40

1989/01/26

NHKホール

#1072
B

ギブソン、アレクサンダー

エルガー

「ロンドンの下町」序曲 作品40

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

エルガー

愛のあいさつ 作品12

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

エルガー

愛のあいさつ 作品12

長野オリンピック

2004/08/29

NHKホール

岩村力

エルガー

愛のあいさつ 作品12

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

2012/08/05

NHKホール

山下一史

エルガー

愛のあいさつ 作品12

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2007/08/05

NHKホール

山下一史

エルガー

愛のあいさつ作品12

木越洋(vlc.)

1996/01/18

NHKホール

アサートン、デーヴィッド

エルガー

ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品61

藤川真弓(vln.)

2000/11/09

NHKホール

クリヴィヌ、エマニュエル

エルガー

海の絵 作品37

シュトゥッツマン、ナタリー
(contralt.)

2011/04/16

NHKホール

#1697
A

ノリントン、ロジャー

エルガー

エレジー 作品58

1991/11/20

NHKホール

#1156
B

尾高忠明

エルガー

交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2008/05/16

NHKホール

#1620
C

尾高忠明

エルガー

交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2011/04/16

NHKホール

#1697
A

ノリントン、ロジャー

エルガー

交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2014/06/18

サントリーホール

#1786
B

アシュケナージ、ウラディー
エルガー
ミル

交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2009/05/15

NHKホール

#1647
C

尾高忠明

エルガー

交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

2016/06/22

NHKホール

#1840
Ｂ

アシュケナージ、ウラディー
エルガー
ミル

交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

2011/05/13

NHKホール

#1701
C

尾高忠明

エルガー

交響曲 第3番 作品88 (ペイン補筆完成版)

1973/08/01

NHKホール

岩城宏之

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

2019/08/04

サントリーホール

原田慶太楼

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

1981/06/19

NHKホール

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

1984/11/03

洗足学園大学 前
田ホール

ラハバリ、アレクサンダー

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

2005/08/03

NHKホール

山下一史

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

東京ジュニアオーケストラとの合同合奏
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2012/08/05

NHKホール

山下一史

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2013/05/11

NHKホール

#1754
A

尾高忠明

エルガー

序曲「フロアサール」 作品19

1979/05/25

NHKホール

#781 A マリナー、ネヴィル

エルガー

序奏とアレグロ 作品47

徳永二男(vln.)/山口裕之(vln.)
/菅沼準二(vla.)/徳永健一郎
(vlc.)

1991/11/08

NHKホール

#1154
C

尾高忠明

エルガー

序奏とアレグロ 作品47

堀正文(vln.)/村上和邦(vln.)/大久保
淑人(vla.)/徳永兼一郎(vlc.)

2001/09/19

サントリーホール

#1441
B

広上淳一

エルガー

チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

ボルケス、クラウディオ(vlc.)

2006/03/08

サントリーホール

#1564
B

チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

ワン、ジャン(vlc.)

2006/11/05

NHKホール

チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

石坂団十郎(vlc.)

#1281
A
#1418
A

#846 C ワルベルク、ハインツ

アシュケナージ、ウラディー
エルガー
ミル
ノリントン、ロジャー
エルガー

第1回青少年のためのプロムナードコン
サート
ほっとコンサート2019
「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

徳永二男(vln.)

サントリーホール

マリン、イオン

エルガー

チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

メネゼス、アントニオ(vlc.)

2009/05/15

NHKホール

#1647
C

尾高忠明

エルガー

チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

コーエン、ロバート(vlc.)

2011/03/20

パフォーミング・
アーツ・センター

プレヴィン、アンドレ

エルガー

チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

ミュラー・ショット、ダニエル(vlc.)

2015/02/07

NHKホール

#1802
A

ヤルヴィ、パーヴォ

エルガー

チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

ワイラースタイン、アリサ（vlc.）

1969/03/01?

東京文化会館

#518 A 岩城宏之

エルガー

変奏曲「謎」 作品36

1980/03/14

NHKホール

#807 C 外山雄三

エルガー

変奏曲「謎」 作品36

1989/01/11

NHKホール

#1070
A

ギブソン、アレクサンダー

エルガー

変奏曲「謎」 作品36

1992/09/21

サントリーホール

アサートン、デーヴィッド

エルガー

変奏曲「謎」 作品36

2000/12/16

NHKホール

デュトワ、シャルル

エルガー

変奏曲「謎」 作品36

2006/10/14

Walt Disney
Concert Hall

アシュケナージ、ウラディー
エルガー
ミル

変奏曲「謎」 作品36

2007/02/21

サントリーホール

アシュケナージ、ウラディー
エルガー
ミル

変奏曲「謎」 作品36

#1423
C

#1591
B

指揮者はデーヴィッド・ジンマンから変更
東日本大震災の犠牲者を追悼しての献
奏。当初プログラムに含まれていなかった
エルガーの《エレジー》が冒頭で献奏され
た

#1621
B

2008/05/21

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

当初ヤノーシュ・シュタルケルがチェロ独
奏予定だったが、クラウディオ・ボルケスに
変更。

1969年3月1日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992III)
歴史が驚いた名曲

ロサンゼルス

2016/05/14

NHKホール

1996/08/01

#1835
Ａ

尾高忠明

エルガー

変奏曲「謎」 作品36

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

エルガー

変奏曲「謎」 作品36：ニムロード

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1968/11/30

不詳

森正

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「Ｎ響ニューイヤーコンサート」

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
エロルド
ング

歌劇「ザンパ」：序曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

大島ミチル（後藤洋）

大河ドラマ「天地人」：テーマ曲

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

1968/11/23

不詳

森正

オーベール

歌劇「ポルティチの物いわぬ娘」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1958/11/29

NHKホール(旧)

高田信一

岡田昌大

ピアノ、打楽器と弦楽合奏のための3楽章

世界初演第27回音楽コンクール作曲部門

1996/08/19

サントリーホール

ムント、ウーヴェ

岡野貞一（西村朗）

故郷

サントリーホール定期演奏会1996-4

1971/11/04放送

不詳

若杉弘

小倉朗

ヴァイオリン協奏曲

1965/10/24

東京文化会館

若杉弘

小倉朗

弦楽合奏のためのソナチネ

1982/03/10,11

NHKホール

#865 A 外山雄三

小倉朗

交響曲 ト調

1982/03/10,11

NHKホール

#865 A 外山雄三

尾高惇忠

オーケストラのための「イマージュ」

1982年第30回尾高賞受賞

2012/06/29

東京オペラシティ

マクミラン、ジェームズ

尾高惇忠

交響曲「時の彼方へ」

仙台『フィルハーモニー』管弦楽団委嘱
2012年第60回尾高賞受賞
MusicTomorrow2012

2006/09/02

NHKホール

#1574
A

外山雄三

尾高尚忠

交響曲 第1番 作品35

第2楽章世界初演新発見の第2楽章も含
めて演奏

2011/05/07

NHKホール

#1700
A

尾高忠明

尾高尚忠

交響曲 第1番 作品35

2楽章も含めて演奏(プログラム解説より)

1982/03/20

NHKホール

#866 C 外山雄三

尾高尚忠

交響曲 第1番 作品35：第1楽章

後に第2楽章が発見され、2006年9月2日
にN響により世界初演された

1991/05/22

NHKホール

#1144
B

尾高尚忠

交響曲 第1番 作品35：第1楽章

後に第2楽章が発見され、2006年9月2日
にN響により世界初演された
MusicTomorrow2001プレトーク(14:20～)：
北爪道夫/湯浅譲二/Tan,Dun/白石美雪
(司会)
没後50年記念後に第2楽章が発見され、
2006年9月2日にN響により世界初演され
た

岩城宏之

2001/05/03

東京オペラシティ

1990/09/26

NHKホール

1991/05/10

NHKホール

1961/11/30

不詳

1964/08/07

杉並公会堂

1981/01/16

NHKホール

#829 C 森正

1991/11/08

NHKホール

#1154
C

2011/06/28

小栗まち絵(vln.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」

タン、ドゥン

尾高尚忠

交響曲 第1番 作品35：第1楽章

#1120
A

外山雄三

尾高尚忠

交響詩「芦屋乙女」 作品9

#1142
C

岩城宏之

尾高尚忠

チェロ協奏曲 作品20

藤原真理(vlc.)

外山雄三

尾高尚忠

フルート協奏曲 作品30b

吉田雅夫(fl.)

外山雄三

尾高尚忠

フルート協奏曲 作品30b

尾高尚忠

フルート小協奏曲 作品30

金昌国(fl.)

尾高忠明

尾高尚忠

フルート小協奏曲 作品30

金昌国(fl.)

東京オペラシティ

ヘラス・カサド、パブロ

尾高尚忠

フルート小協奏曲 作品30a

神田寛明(fl.)

2012/02/05

NHKホール

尾高忠明

尾高尚忠

フルート小協奏曲 作品30a：第2楽章 / 第3楽章 小山裕幾(fl.)

日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

1956/01/08放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
尾高尚忠
ス

みだれ

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1987/07/14

サントリーホール

外山雄三

オッフェンバック

歌劇「ホフマン物語」：間奏曲 /
舟唄

朝日ベルサロン特別公演

2008/08/03

NHKホール

梅田俊明

オッフェンバック

喜歌劇「天国と地獄」：ギャロップ

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

1975/06/28

NHKホール

尾高忠明

オッフェンバック

喜歌劇「天国と地獄」：序曲

第1回N響ゴールデンポップス

1981/06/19

NHKホール

オッフェンバック

喜歌劇「天国と地獄」：序曲

1988/05/01

サントリーホール

1989/07/31

NHKホール

1997/10/05

長野県県民文化会
館

1989/12/07

NHKホール

1996/12/05

#846 C ワルベルク、ハインツ

サヴァリッシュ、ウォルフガ
オッフェンバック
ング
山本直純
オッフェンバック

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
尾高尚忠没後30年記念

MusicTomorrow2011

喜歌劇「天国と地獄」：序曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子
N響「夏」'89
長野オリンピック

喜歌劇「天国と地獄」：序曲

ワルベルク、ハインツ

オッフェンバック

喜歌劇「天国と地獄」：序曲

#1098
A

若杉弘

オネゲル

オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

NHKホール

#1308
A

デュトワ、シャルル

オネゲル

オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

1996/12/06

NHKホール

#1308
A

デュトワ、シャルル

オネゲル

オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

1996/12/25

NHKホール

デュトワ、シャルル

オネゲル

クリスマス・カンタータ

2016/12/16

NHKホール

#1851C デュトワ、シャルル

オネゲル

交響曲 第2番

1967/06/03

東京文化会館

#488 A 岩城宏之

オネゲル

交響曲 第3番 「礼拝」

1983/02/23

NHKホール

#894 A シュタイン、ホルスト

オネゲル

交響曲 第3番 「礼拝」

1987/04/24

NHKホール

#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
オネゲル
ング

交響曲 第3番 「礼拝」

佐藤しのぶ(聖処女)/大倉由紀枝(マ
ルガレーテ)/伊原直子(カタリーナ)/
伊藤叔(ソプラノ独唱
ヴァンサン、ジュリー(ジャンヌ・ダル
ク)/プロヴォ、ギー(ドミニク修道士)/
ブシャール、レイモン(廷吏&伝令官
III&聖職者&ペロ&司祭)/クリージャ
ヴァンサン、ジュリー(ジャンヌ・ダル
ク)/プロヴォ、ギー(ドミニク修道士)/
ブシャール、レイモン(廷吏&伝令官
III&聖職者&ペロ&司祭)/クリージャ
直野資(br.)/国立音楽大学(chor.)/
東京放送児童合唱団(childrenchor.)

原語による日本初演
合唱指導：佐藤公孝/尾原敏子
原語指導：村田健司
合唱指導：三澤洋史、長谷川冴子
演出：高島勲
ビジュアル・アドバイザー：ヘニング・フォ
ン・ギールケ
合唱指導：三澤洋史、長谷川冴子
演出：高島勲
ビジュアル・アドバイザー：ヘニング・フォ
ン・ギールケ

1987/04/25

NHKホール

#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
オネゲル
ング

交響曲 第3番 「礼拝」

1994/05/25

NHKホール

#1234
B

プラッソン、ミシェル

オネゲル

交響曲 第3番 「礼拝」

2001/06/07

NHKホール

#1436
A

デュトワ、シャルル

オネゲル

交響曲 第3番 「礼拝」

1965/02/15

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

オネゲル

交響曲 第5番 「3つのレ」

1983/04/06

NHKホール

#898 A 秋山和慶

オネゲル

交響曲 第5番 「3つのレ」

2012/05/12

NHKホール

#1727
A

尾高忠明

オネゲル

交響詩「夏の牧歌」

1969/07/19

不詳

岩城宏之

オネゲル

交響的楽章「機関車パシフィック 231」

2018/10/01

NHKホール

ヤルヴィ、パーヴォ

オルフ

踊る牧神

2014/01/25

NHKホール

ルイージ、ファビオ

オルフ

カトゥリ・カルミナ

エルトマン、モイツァ(sop.)/リッパー
ト、ヘルベルト(ten.)/東京混声合唱
団(chor.)/梅田朋子(pf.)/楠本由紀
(pf.)/成田良子(pf.)/野間春美(pf.)

1955/05/11

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
オルフ
ス

カルミナ・ブラーナ

伊藤京子(sop.)/渡辺高之助(ten.)/
ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」
石津憲一(br.)/国立音楽大学(chor.)

1961/02/15

日比谷公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

オルフ

カルミナ・ブラーナ

1984/04/29

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
オルフ
ング

カルミナ・ブラーナ

1990/04/18

NHKホール

ブロムシュテット、ヘルベル
オルフ
ト

カルミナ・ブラーナ

1992/10/12

サントリーホール

クーン、グスタフ

オルフ

カルミナ・ブラーナ

2001/10/05

NHKホール

デュトワ、シャルル

オルフ

カルミナ・ブラーナ

2014/01/25

NHKホール

ルイージ、ファビオ

オルフ

カルミナ・ブラーナ

2018/10/01

NHKホール

#1774
A

#420

#1111
B

#1774
A

ヤルヴィ、パーヴォ

オルフ

カルミナ・ブラーナ

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

伊藤京子(sop.)/布施隆治(ten.)
/中山悌一(br.)/田島好一(br.)
/国立音楽大学(chor.)/国立音楽大
学中学校(chor.)
ポップ、ルチア(sop.)/小林一男
(ten.)/プライ、ヘルマン(br.)/東京藝
術大学(chor.)/東京放送児童合唱団
(childrenchor.)
釜洞祐子(sop.)/篠崎義昭(ten.)/大
島幾雄(br.)/東京藝術大学(chor.)/
東京放送児童合唱団(chor.)
グリーンバーグ、シルヴィア(sop.)/篠
崎義昭(ten.)/ニムスゲルン、ジーク
ムント(br.)/東京藝術大学(chor.)/東
京少年少女合唱隊(chor.)
ランディ、ナンシー・アレン(sop.)
/オールセン、スタンフォード(ten.)/
ハーゲゴール、ホーカン(br.)/二期会
合唱団(chor.)/東京少年少女合唱隊
エルトマン、モイツァ(sop.)/オリ
ヴァー、ティモシー(ten.)/マルクヴァ
ルト、マルクス(br.)/東京混声合唱団
(chor.)/東京藝術大学(chor.)/東京
ペレチャッコ、オルガ(sop.)/ツェン
チッチ、マックス・エマヌエル(カウン
ターテナー)/アップル、ベンジャミン
(br.)/新国立合唱団(chor.)/NHK東京
児童合唱団(chor.)

合唱指揮：松井慶太

日独交歓

合唱指導：田中信昭/古橋富士夫

サントリーホール特別演奏会

N響75周年記念特別演奏会
合唱指揮：松井慶太(東京混声合唱団)/阿
部純(東京藝術大学合唱団)/長谷川久恵
(東京少年少女合唱隊)

