
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1957/08/11放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム パーセル 歌劇「ディドーとエネアス」

福沢アクリヴィ(ディドー)/ルティル
デ・ベッシュ(ベリンダ)/柴田睦陸(エ
ネアス)/大橋国一(魔法使い)/戸田
政子(第一の魔女)/三枝喜美子(第
二の魔女)/毛利純子(侍女)/浜田尚
子(精霊)/宮本正(水夫)/二期会合唱
団、東京放送合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 バートウィッスル 地球の踊り 木村かをり(pf.)
日本初演
MusicinFuture1989プレトーク(18:00～)：細
川俊夫/一柳慧/近藤譲/佐野光司(司会)

1989/01/16 サントリーホール ギブソン、アレクサンダー バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 マイヤース、アン・アキコ(vln.) サントリーホール定期

1996/06/01 NHKホール
#1295
C

スラットキン、レナード バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 竹澤恭子(vln.)

1999/04/14 サントリーホール
#1378
B

デュトワ、シャルル バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 渡辺玲子(vln.) アメリカ公演プログラム

2000/02/10 NHKホール
#1400
A

スラットキン、レナード バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 フランク、パメラ(vln.)

2002/06/24 NHKホール
フロール、クラウス･ペー
ター

バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 五嶋みどり(vln.)

2012/01/28 NHKホール
#1720
A

スラットキン、レナード バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14
サレルノ・ソネンバーグ、ナージャ
(vln.)

1983/01/26 NHKホール #891 A 岩城宏之 バーバー 弦楽のためのアダージョ

2006/08/06 NHKホール 山下一史 バーバー 弦楽のためのアダージョ
「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

2010/05/26 サントリーホール
#1675
B

下野竜也 バーバー 弦楽のためのアダージョ

2012/05/18 NHKホール
#1728
C

広上淳一 バーバー 弦楽のためのアダージョ

2018/11/24 NHKホール 1899A 広上淳一 バーバー シェリーによる一場面のための音楽 作品7

1979/10/31 NHKホール #792 B ストラウス、ポール バーバー 序曲「わるくち学校」 作品5

2000/02/26 NHKホール
#1402
C

スラットキン、レナード バーバー チェロ協奏曲 作品22 イッサーリス、スティーヴン(vlc.)

1988/06/20 サントリーホール スラットキン、レナード バーバー
ノクスビル(1915年の夏) 作品
24

ホーヘンフェルト、リンダ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

2000/02/16 サントリーホール
#1401
B

スラットキン、レナード バーバー ピアノ協奏曲 作品38 ブラウニング、ジョン(pf.)

1996/02/14 NHKホール
#1285
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

バーバー メデアの瞑想と復讐の踊り作品23a

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 バーンズ パガニーニの主題による幻想変奏曲 　
N響ほっとコンサート～オーケストラ
からの贈り物～
吹奏楽

2016/04/27 サントリーホール
#1834
B

スラットキン、レナード バーンスタイン
「オン・ザ・タウン」から「３つのダンス・エピソー
ド」

1975/10/03 NHKホール #670 C 外山雄三 バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲

1988/06/03,04 NHKホール
#1055
C

スラットキン、レナード バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲

2007/08/05 NHKホール 山下一史 バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲
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

2013/08/04 NHKホール 山下一史 バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2016/04/27 サントリーホール
#1834
B

スラットキン、レナード バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲

2012/05/18 NHKホール
#1728
C

広上淳一 バーンスタイン 交響曲 第1番 「エレミア」 フレンケル、ラヘル(mez.sop.)

1970/02/05 東京文化会館 岩城宏之 バーンスタイン 交響曲 第2番 「不安の時代」 橋本正暢(pf.)

2013/01/26 NHKホール
#1747
A

アクセルロッド、ジョン バーンスタイン 交響曲 第2番 「不安の時代」 グッドイヤー、ステュアート(pf.)
ゲスト・コンサートマスター：イゴール・グ
ルップマンIgorGruppman

1978/10/04 NHKホール #759 B 外山雄三 バーンスタイン 交響組曲「波止場」

2018/01/12 NHKホール 1876C 広上淳一 バーンスタイン スラヴァ！（政治的序曲）

2018/01/12 NHKホール 1876C 広上淳一 バーンスタイン セレナード（プラトンの「饗宴」による） 五嶋龍(vln.)

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 バーンスタイン ミュージカル「ウェストサイド物語」：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

1975/10/03 NHKホール #670 C 外山雄三 バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

1988/02/29 サントリーホール 尾高忠明 バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

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

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

1991/07/31 NHKホール 山本直純 バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

N響「夏」'91

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

猪俣猛(drums)

2003/07/25 NHKホール ジャッド、ジェームズ バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2007/08/05 NHKホール 山下一史 バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

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

2016/04/27 サントリーホール
#1834
B

スラットキン、レナード バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス



1968/12/07 東京文化会館 #514 A 岩城宏之
ハイドン、フランツ・ ヨーゼ
フ

チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作 品101 Hob.VIIb-
2

フルニエ、ピエール(vlc.)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
12のメヌエットHob.IX-11：3つのウィーン舞踏会メ
ヌエット

N響「夏」'95
～踊るウィーンの調べ～
ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担当
(弾き振り)

1988/02/12,13 NHKホール
#1043
C

ワルベルク、ハインツ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
ヴァイオリン協奏曲 ハ長調
Hob.VIIa-1

徳永二男(vln.)

1962/03/18放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3
伊藤京子(sop.)/森敏孝(ten.)/中山
悌一(br.)/二期会(chor.)/東京混声
合唱団(chor.)

1974/03/21 NHKホール スウィトナー、オットマール ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3
飯山恵巳子(sop.)/鈴木寛一(ten.)/
吉野靖夫(br.)/日本プロ合唱団連合
(chor.)

チャリティー・コンサート合唱；田中信昭

1981/03/06 NHKホール #835 C ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3
曽我栄子(sop.)/鈴木寛一(ten.)/芳
野靖夫(br.)/晋友会(chor.)

合唱指揮：関屋晋

1987/11/06 NHKホール
#1034
C

シュタイン、ホルスト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3
豊田喜代美(sop.)/佐々木正利
(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/国立音楽大
学(chor.)

曲目中、第19番ルーカスとジーモンのレチ
タティーヴォ、第20番三重唱と合唱、第35
番ルーカスのレチタティーヴォを省略
合唱指導：佐藤公孝

1982/05/21 NHKホール #873 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2

河原洋子(sop.)/山路芳久(ten.)/芳
野靖夫(bs.)/田中奈美子(alt.)/松原
混声合唱団(chor.)/三菱商事コーラ
ス同好会(chor.)/湘南市民コール
(chor.)/早稲田大学コール・フリュー
ゲル(chor.)

合唱指揮：関屋晋

1989/11/22 NHKホール
#1096
B

スウィトナー、オットマール ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2
釜洞祐子(sop.)/近藤伸政(ten.)/多
田羅迪夫(bs.)/大橋ゆり(alt.)/武蔵
野音楽大学(chor.)

合唱指導：佐久間哲也

1991/10/13 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2
ブラウン、ドンナ(sop.)/リッパート、ヘ
ルベルト(ten.)/モル、クルト(bs.)/東
京藝術大学(chor.)

サントリーホール開館5周年特別コンサー
ト
サヴァリッシュ&N響『天地創造』(非公開)

2001/11/29 NHKホール
#1448
A

デュトワ、シャルル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2

チャンドラー、ジャニス(sop.)/ハイル
マン、ウーヴェ(ten.)/ギェルラフ、ロ
ベルト(bs.)/スウェーデン放送合唱団
(chor.)

～N響75周年記念～
合唱指導：フレドリク・マルムベリ
FredrikMalmberg
字幕・対訳：藤本一子

2005/12/24 NHKホール
#1558
A

広上淳一 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2
釜洞祐子(sop.)/佐野成宏(ten.)/久
保和範(br.)/東京音楽大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/篠崎義昭/阿部純/
船橋洋介

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
オラトリオ「トビアの帰還」 Hob.XXI-1：一瞬にし
て消え失 せるもの

二期会(chor.) 合唱指導：三澤洋史

1980/03/14 NHKホール #807 C 外山雄三 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
オルガン協奏曲 第2番 ハ長調
Hob.XVIII-8

ハーゼルベック、ハンス(org.)

1990/09/12 NHKホール
#1119
B

外山雄三 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
歌劇「突然の出会い」
Hob.XXVIII-6：序曲

1965/02/04,05,06 東京文化会館 #453 ルンプフ、アレクサンダー ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 協奏交響曲 変ロ長調 Hob.I-105
堀伝(vln.)/徳永健一郎(vlc.)/
丸山盛三(ob.)/山畑馨(fg.)

1980/11/27 NHKホール #825 B スウィトナー、オットマール ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 協奏交響曲 変ロ長調 Hob.I-105
小島葉子(ob.)/霧生吉秀(fg.)/山口
裕之(vln.)/徳永兼一郎(vlc.)

2005/04/09 NHKホール
#1538
A

メルクル、準 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 協奏交響曲 変ロ長調 Hob.I-105
篠崎史紀(vln.)/藤森亮一(vlc.)
/茂木大輔(ob.)/水谷上総(fg.)

1992/05/14 NHKホール
#1173
A

フムーラ、ガブリエル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第3番 ト長調 Hob.I-3

1983/07/07,08 NHKホール #906 C ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第7番 ハ長調 Hob.I-7
「昼」

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第22番 変ホ長調 Hob.I-22 「哲学者」

1985/11/15 NHKホール #975 C シュタイン、ホルスト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第31番 ニ長調 Hob.I-31 「角笛の合図」

2004/11/13 NHKホール
#1526
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第35番 変ロ長調 Hob.I-35

1978/09/27 NHKホール #757 A 外山雄三 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第45番 嬰ヘ短調
Hob.I-45 「告別」

1983/12/22 NHKホール ギュルケ、ペーター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第46番 ロ長調 Hob.I-46

1989/09/19 サントリーホール 山下一史 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第49番 ヘ短調 Hob.I-49 「受難」

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
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

2007/04/07 NHKホール
#1592
A

バーメルト、マティアス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第55番 変ホ長調
Hob.I-55  「校長先生」

1972/02/14,15 東京文化会館 #573 B ヴィッヒ、ギュンター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第60番 ハ長調 Hob.I-60 「うっかり者」

1976/03/12 NHKホール #686 C 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第82番 ハ長調 Hob.I-82 「くま」

1994/06/23 NHKホール
#1237
A

デュトワ、シャルル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第82番 ハ長調 Hob.I-82 「くま」

2003/05/07 サントリーホール
#1486
B

シナイスキー、ワシーリ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第83番 ト短調 Hob.I-83
「めんどり」

1966/09/12,13 東京文化会館 #473 B 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

1966/09/13 東京文化会館 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

1976/03/10 NHKホール #685 A 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

1983/06/29 NHKホール #904 A ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

2017/12/13 サントリーホール 1875B デュトワ、シャルル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

1981/04/01 NHKホール #838 A
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第86番 ニ長調 Hob.I-86



2001/04/28 NHKホール
#1432
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第86番 ニ長調 Hob.I-86

1963/12/11 杉並公会堂 ロイブナー、ウィルヘルム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88 ニューイヤーコンサート

1972/03/04放送 東京文化会館 スウィトナー、オットマール ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1971年12月20,21,22日録音の可能性あり

1977/01/12 NHKホール #709 A ヴィッヒ、ギュンター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

1982/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

1988/03/10 NHKホール
#1047
A

スウィトナー、オットマール ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

2004/09/24 NHKホール
#1521
C

サンティ、ネルロ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

1999/07/01 東京オペラシティ ギルバート、アラン ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第90番 ハ長調 Hob.I-90
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時

1971/04/26,27 東京厚生年金会館 #559 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第92番 ト長調 Hob.I-92
「オックスフォード」

1974/11/13 NHKホール #644 A クレー、ベルンハルト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第92番 ト長調 Hob.I-92
「オックスフォード」

1996/03/07 NHKホール
#1287
A

ワルベルク、ハインツ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第92番 ト長調 Hob.I-92
「オックスフォード」

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第93番 ニ長調 Hob.I-93

1965/11/06 東京厚生年金会館 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

1968/05/14 東京文化会館 #504 A カイルベルト、ヨーゼフ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

1977/12/01 NHKホール #736 A シュタイン、ホルスト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

1989/09/19 サントリーホール 山下一史 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

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
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

1992/09/21 サントリーホール アサートン、デーヴィッド ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

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

1976/01/09 NHKホール #679 A クレー、ベルンハルト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第95番 ハ短調 Hob.I-95

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第97番 ハ長調 Hob.I-97

1990/10/24 NHKホール
#1123
B

ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第98番 変ロ長調 Hob.I-98

1966/01/19,20 東京文化会館 #463 B カイルベルト、ヨーゼフ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第99番 変ホ長調
Hob.I-99

1984/04/18 NHKホール #929 A フォスター、ローレンス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第99番 変ホ長調
Hob.I-99

1977/05/12 NHKホール #723 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第100番 ト長調 Hob.I-100 「軍隊」

1984/06/22 NHKホール #934 C ワルベルク、ハインツ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第100番 ト長調 Hob.I-100 「軍隊」

1989/11/10 NHKホール
#1094
C

スウィトナー、オットマール ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第100番 ト長調 Hob.I-100 「軍隊」

1976/02/13 NHKホール #683 C ドレヴァンツ、ハンス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I-101 「時計」

1978/02/15 NHKホール #743 B ワラット、ハンス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I-101 「時計」

1981/01/31 NHKホール シュタイン、ホルスト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I-101 「時計」

1987/05/06 NHKホール
#1024
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I-101 「時計」

2003/05/28 サントリーホール
#1489
B

サンティ、ネルロ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I-101 「時計」

1979/02/14 NHKホール #772 A ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

1981/11/19 NHKホール #854 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

1998/05/14 NHKホール
#1353
A

プレヴィン、アンドレ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

2012/09/26 サントリーホール
#1735
B

プレヴィン、アンドレ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

1964/02/08 NHKホール(旧) 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

バンコク

1964/02/27 Town Hall 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

シドニー

1968/11/01,02 東京文化会館 #512 A ワルベルク、ハインツ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

1971/04/17放送
東京厚生年金会
館？

岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
同年2月8、9日録音の可能性あり

1974/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

心身障害児のための「第9」公演

1979/05/02 NHKホール #779 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

1995/02/22 NHKホール
#1255
B

シュタイン、ホルスト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」



1964/05/22 不詳 外山雄三 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」 NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1964/08/07 杉並公会堂 外山雄三 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」 NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1971/04/20,21 東京厚生年金会館 #558 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

1976/12/01 NHKホール #706 A ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

1979/09/22 NHKホール #787 C ヴィッヒ、ギュンター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

1989/01/25 NHKホール
#1072
B

ギブソン、アレクサンダー ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

1997/02/13 NHKホール
#1314
A

スタインバーグ、ピンカス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

2016/10/31 NHKホール ソヒエフ、トゥガン ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」 NHK音楽祭2016

2018/10/19 NHKホール 1895C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

2018/11/14 サントリーホール 1898B ノセダ、ジャナンドレア ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第1番 ハ長調 アフナジャリャン、ナレク(vlc.)

1958/05/07 NHKホール(旧) 高田信一 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 ニ長調 作品101 カサド、ガスパール(vlc.) ＮＨＫラジオ「カサード特別演奏会」

1979/01/27 NHKホール 尾高忠明 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Hob.VIIb-1

シフ、ハインリヒ(vlc.)
第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1981/01/23 NHKホール #831 B 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Hob.VIIb-1

岩崎洸(vlc.)

1986/05/14 NHKホール #993 B ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Hob.VIIb-1

マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1993/03/11 NHKホール
#1197
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Hob.VIIb-1

ハーゲン、クレメンス(vlc.)

1960/09/01
ヴィギャン・ バーワ
ン

岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 堤剛(vlc.) ニューデリー

1960/09/04 モスクワ音楽院 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 堤剛(vlc.) モスクワ

1984/02/01 NHKホール #922 A シュタイン、ホルスト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 シフ、ハインリヒ(vlc.)

1987/12/04,05 NHKホール
#1037
C

クロブチャール、ベリスラフ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 ハレル、リン(vlc.)

1988/01/13 NHKホール グシュルバウアー、テオドル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 藤森亮一(vlc.) 第14回若い芽のコンサート

1989/09/19 サントリーホール 山下一史 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 上村昇(vlc.)

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
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

1992/05/14 NHKホール
#1173
A

フムーラ、ガブリエル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 フカチョヴァー、ミカエラ(vlc.)

1992/05/24
かつしかシンフォ
ニーヒルズ

ワルベルク、ハインツ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 フカチョヴァー、ミカエラ(vlc.) オープニング・コンサート

2005/02/12 NHKホール
#1535
A

ジャッド、ジェームズ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
トランペット協奏曲 変ホ長調
Hob.VIIe-1

関山幸弘(trp.)

1998/10/14 サントリーホール
#1363
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
ノットゥルノ 第1番 ハ長調
Hob.II-31

1977/05/12 NHKホール #723 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ ピアノ協奏曲 ニ長調 Hob.XVIII-11
サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

1983/10/19 NHKホール #910 A グシュルバウアー、テオドル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ ピアノ協奏曲 ニ長調 Hob.XVIII-11 ヘブラー、イングリート(pf.)

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ マドリガル「嵐」Hob.XXIVa-8 二期会(chor.) 合唱指導：三澤洋史

1969/04/24 東京文化会館 #524 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ハイドン、フランツ・ヨーゼフ ミサ曲 第14番 変ロ長調 「管楽器」
片野坂栄子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/
五十嵐喜芳(ten.)/高橋修一(bs.)/国
立音楽大学(chor.)

『フィルハーモニー』では第12番と表記され
ていたが、『ニューグローヴ音楽事典』第2
版にしたがって第14番に表記を改めた

1986/10/17 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
ミサ曲 第7番 ハ長調 Hob.XXII-9 「戦時のミサ
曲」

大倉由紀枝(sop.)/辻宥子(alt.)
/黒田晋也(ten.)/勝部太(bs.)/
東京音楽大学(chor.)

合唱指導：篠崎義昭

1991/02/25 サントリーホール 高関健 ハイドン、ミヒャエル
交響曲 第37番 ト長調 (モーツァルトによる序奏
K.444付き)

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
～

1969/07/22? 東京文化会館 岩城宏之 バイルド シンフォニア・ブレヴィス 別日の録音？

2008/11/05 サントリーホール
#1631
B

コウト、イルジー パウエル、イルジー ファゴット協奏曲 岡崎耕治(fg.)
ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

1975/01/29 NHKホール #651 B ギーレン、ミヒャエル ハウベンストック･ラマティ タブロー III

1968/09/28 不詳 森正 パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 リッチ、ルッジェーロ(vln.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1975/06/25 NHKホール #666 B ワルベルク、ハインツ パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 前橋汀子(vln.)

1976/07/07 NHKホール #697 A 秋山和慶 パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 パールマン、イツァーク(vln.)

1989/01/07 NHKホール 外山雄三 パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 諏訪内晶子(vln.)
第15回若い芽のコンサート
公演中止・録画のみ(昭和天皇崩御のた
め)

1991/01/11 NHKホール
#1130
C

フィッシャー、アダム パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 渡辺玲子(vln.)

1994/02/28 サントリーホール パータノストロ、ロベルト パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 渡辺玲子(vln.) サントリーホール定期演奏会1993-VII

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 渡辺玲子(vln.) N響「夏」2001～音楽の魔法～

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ パガニーニ 常動曲 作品11

1973/07/25 NHKホール(旧) 岩城宏之 パガニーニ（岩城宏之） 常動曲 作品11 旧NHKさよならコンサート

1975/10/15放送 不詳 森正 端山貢明
６人の打楽器奏者とオーケストラのための「道」
ＤＡＯ

NHKラジオ「音楽のおくりもの」



1969/11/06放送 不詳 若杉弘 端山貢明 ピアノとオーケストラのための交響的変容 小林仁(pf.) 芸術祭参加作品

1996/06/12 NHKホール
#1297
B

スラットキン、レナード ハチャトゥリアン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 工藤重典(fl.)
ヴァイオリン協奏曲の独奏ヴァイオリンの
パートをフルートで演奏

1990/02/02 NHKホール
#1103
C

シュタイン、ホルスト ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」：ワルツ
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

1990/02/02 NHKホール
#1103
C

シュタイン、ホルスト ハチャトゥリアン バレエ組曲「ガイーヌ」 (抜粋)

差し込み用紙によると、曲順変更があり、
ハチャトゥリアン《ガイーヌ》組曲は「山人た
ちの踊り/アイシェの目覚めと踊り/レズギ
ンカ舞曲/ばらの少女たちの踊り/こもり歌
/剣の舞/ロシア舞曲/ゴパーク舞曲の順で
演奏された」

2006/06/03 NHKホール
#1571
A

渡邊一正 ハチャトゥリアン
バレエ組曲「ガイーヌ」 第1番 / 第3番：剣の舞 /
ばらの少女たちの踊り/ 子守歌 / レズギンカ舞
曲

2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ハチャトゥリアン
バレエ組曲「ガイーヌ」 第1番 / 第3番：剣の舞 /
ばらの少女たちの踊り/ 子守歌 / レズギンカ舞
曲

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 ハチャトゥリアン バレエ組曲「ガイーヌ」：剣の舞
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ

1962/05/26 NHKホール(旧) クルツ、エフレム ハチャトゥリアン バレエ組曲「ガイーヌ」第1番 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1978/03/03 NHKホール 森正 ハチャトゥリアン バレエ組曲「ガイーヌ」：ばらの少女たちの踊り
第12回N響ゴールデンポップス協奏曲の
夕べ

2004/01/15 NHKホール
#1506
A

デュトワ、シャルル ハチャトゥリアン ピアノ協奏曲 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ バツェヴィチ 弦楽オーケストラのための協奏曲

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド バックス 交響詩「ティンタジェルの城」

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 服部隆之 大河ドラマ「真田丸」テーマ音楽 服部百音(vln.) ほっとコンサート2016

1990/05/07 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

バッハ、J.C. 協奏交響曲 イ長調
徳永二男(vln.)/徳永兼一郎
(vlc.)

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

1982/06/23 NHKホール #875 B ワルベルク、ハインツ バッハ、J.C. 大序曲 第1番 変ホ長調 作品18

1968/12/07 東京文化会館 #514 A 岩城宏之 バッハ、J.C. 大序曲 第2番 変ロ長調 作品18
『フィルハーモニー』には大序曲ではなく交
響曲と記載されている

1972/09/30放送 東京文化会館 #583 B 岩城宏之
バッハ、
J.C.(TANAKA,Ryohei)

ファゴット協奏曲 変ホ長調 中川良平(fg.)
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年6月23,24日録音の可能性あり

1990/05/07 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

バッハ、J.C.(モーツァルト) ピアノ・ソナタ ニ長調 作品5-2
サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

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
モーツァルトが、「3つのピアノ協奏曲
K.107：第1番」として編曲

1970/12/26 NHKホール(旧) 岩城宏之 バッハ、J.S.
2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV1043

堀伝(vln.)/川上久雄(vln.)

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 バッハ、J.S.
2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV1043

徳永二男(vln.)/堀正文(vln.)
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1995/01/16 サントリーホール 沼尻竜典 バッハ、J.S.
2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV1043

千住真理子(vln.)/小林美恵
(vln.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1987/10/07 NHKホール
#1031
A

カリーディス、ミルティアデス バッハ、J.S. ヴァイオリン協奏曲 第2番 ホ長調 BWV1042 山口裕之(vln.)

1970/07/20 不詳 森正 バッハ、J.S.
オーボエとヴァイオリンのため の協奏曲 ハ短調
BWV1060a

マイアーホーファー、カール
(ob.) / 海野義雄(vln.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)
原曲は2台のチェンバロのための協 奏曲
BWV1060
1970年7月20日録音とあるが、同年6月6
日録音の可能性あり

1969/01/31 東京文化会館 岩城宏之 バッハ、J.S.
オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV1060a

江藤俊哉(vln.)/丸山盛三(ob.)
江藤俊哉バイオリン演奏会

1966/11/08 東京文化会館 #474 A 森正 バッハ、J.S. カンタータ 第55番 BWV55 「私はみじめな人間」 ヘフリガー、エルンスト(ten.)

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.
カンタータ「神よ、あなたに感謝をささげます」
BWV29から シンフォニア

1965/06/27 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー バッハ、J.S. 組曲 第1番 ハ長調 BWV1066

1980/12/22 NHKホール ワイケルト、ラルフ バッハ、J.S. 組曲 第1番 ハ長調 BWV1066

1962/06/01 杉並公会堂 クルツ、エフレム バッハ、J.S. 組曲 第2番 ロ短調 BWV1067 シェーファー、エレーン(fl.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/09/16 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー バッハ、J.S. 組曲 第2番 ロ短調 BWV1067 吉田雅夫(fl.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/08/23放送 ＮＨＫスタジオ 森正 バッハ、J.S.
組曲 第2番 ロ短調 BWV1067：ポロネーズ / メ
ヌエット / バディネリ

吉田雅夫(fl.) ＮＨＫテレビ「音楽の歴史」

1963/12/11 杉並公会堂 ロイブナー、ウィルヘルム バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068 ニューイヤーコンサート

1965/01/27 東京文化会館 デルヴォー、ピエール バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

1967/04/26 東京文化会館 #484 A 近衛秀麿 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

1979/05/02 NHKホール #779 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1993/01/22 NHKホール
#1190
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア

1995/01/23 サントリーホール 小澤征爾 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア
怪我や病気で活躍できないオーケストラの
楽員のためのチャリティコンサート

2008/09/13 NHKホール
#1625
A

ドレヴァンツ、ハンス バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア ホルスト・シュタイン追悼演奏



2010/01/15 NHKホール
#1665
C

アクセルロッド、ジョン バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

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 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア

2011/04/10 東京文化会館 メータ、ズビン バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア

東京・春・音楽祭―東京のオペラの森2011
―のローエングリン公演が中止されたか
わりに、当公演がチャリティー公演として
開催された

2012/09/01 国家大劇院 尾高忠明 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア
中国ツアー2012～日中国交正常化40周年
記念～

2013/08/04 NHKホール 山下一史 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：ガヴォット
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

1988/10/19 NHKホール
#1063
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バッハ、J.S. 組曲 第4番 ニ長調 BWV1069

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス バッハ、J.S. 組曲 第4番 ニ長調 BWV1069

1967/12/13 東京文化会館 #495 B マタチッチ、ロヴロ･フォン バッハ、J.S. クリスマス・オラトリオ BWV248

伊藤京子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/藤
沼明彦(ten.)/大橋国一(br.)/東京混
声合唱団(chor.)/二期会(chor.)/日
本合唱協会(chor.)

合唱指揮：小林道夫

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス バッハ、J.S.
クリスマス・オラトリオ BWV248から 第59曲「コ
ラール：われらはここ馬槽のかたえ 汝がみ側に
立つ」

バルタザール・ノイマン合唱団(chor.)

1984/10/17 NHKホール #942 B スラットキン、レナード バッハ、J.S.
チェンバロ協奏曲 第1番 ニ短調
BWV1052

中村紘子(pf.)

1973/03/20 渋谷公会堂 #600 C 岩城宏之 バッハ、J.S. チェンバロ協奏曲 第5番 ヘ短調 BWV1056 高橋悠治(pf.)

1984/10/17 NHKホール #942 B スラットキン、レナード バッハ、J.S. チェンバロ協奏曲 第5番 ヘ短調 BWV1056 中村紘子(pf.)

1968/02/20 東京文化会館 岩城宏之 バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

1972/08/12放送 東京文化会館 森正 バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年3月27日録音の可能性あり

1975/05/02 NHKホール #660 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

1976/12/01 NHKホール #706 A ライトナー、フェルディナント バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

1972/03/03 東京文化会館 #574 A 森正 バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第4番 ト長調
BWV1049

田中千香士(vln.)/小出信也
(fl.)/宮本明恭(fl.)

1984/12/22 NHKホール ノイマン、ヴァーツラフ バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第6番 変ロ長調
BWV1051

1985/12/11 NHKホール #977 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バッハ、J.S. マニフィカト ニ長調 BWV243

白石敬子(sop.)/名古屋木実(sop.)/
志村年子(mez.sop.)/佐々木正利
(ten.)/高橋啓三(bs.)国立音楽大学
(chor.)

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス バッハ、J.S.
マニフィカト ニ長調 BWV243（クリスマス用挿入
曲つき）

バルタザール・ノイマン合唱団(chor.)

1985/02/22 NHKホール #954 C 渡邉暁雄 バッハ、J.S. ミサ曲 ロ短調 BWV232
曽我栄子(sop.)/西明美(alt.)/佐々木
正利(ten.)/大島幾雄(br.)/高橋啓三
(bs.)/国立音楽大学(chor.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、渡邉暁雄に指揮者変更
合唱指導：佐藤公孝

1998/10/08 NHKホール #1362
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バッハ、J.S. ミサ曲 ロ短調 BWV232

菅英三子(sop.)/ダンツ、インゲボル
ク(alt.)/吉田浩之(ten.)/妻屋秀和
(bs.)/スウェーデン放送合唱団
(chor.)

首席指揮者：トヌ・カリユステTõnuKaljuste

1995/11/16 NHKホール
#1275
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

バッハ、J.S. ヨハネ受難曲 BWV245

リッパート、ヘルベルト(福音史家)/
多田羅迪夫(イエス)/天羽明惠(ソプ
ラノ・アリア)/レールホルム、マリアン
ネ(アルト・アリア)/ムフ、アルフレート
(バス・アリア/ピラト/ペテロ)/東京藝
術大学(chor.)/若松夏美
(violad'amore)/高田あずみ
(violad'amore)/中野哲也
(violadagamba)/茂木裕子(org.)

合唱指導：八尋和美

1965/04/22 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー バッハ、J.S. 組曲 第1番 ハ長調 BWV1066
録音日は1965年4月22日となっているが、
別日の可能性あり

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第3番 ホ長調
BWV1006から 前奏曲

伊藤亮太郎(vln.)

2006/06/14 サントリーホール
#1573
B

メルクル、準 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア 宮田まゆみ(笙)
IngridHaebler(pf.)が予定されていたが急病
のため来日が不可能になった

1961/02/24 不詳 外山雄三 バッハ、J.S. (ウェーベルン) 音楽のささげもの BWV1079：リチェルカータ
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール Ｎ
響現代音楽の夕べ（４）」

1970/07/20 不詳 森正
バッハ、J.S. (ストコフス
キー)

トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)
1970年7月20日録音とあるが、同年6月6
日録音の可能性あり

1970/07/20 不詳 森正
バッハ、J.S. (ストコフス
キー)

パッサカリア ハ短調 BWV582
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)
1970年7月20日録音とあるが、同年6月6
日録音の可能性あり

1962/04/14 NHKホール (旧) クルツ、エフレム バッハ、J.S. (マクドナルド)
コラール前奏曲 BWV741 「ああ 神よ、天国から
ご覧ください」

エフレム・クルツ特別演奏会

1984/10/17 NHKホール #942 B スラットキン、レナード バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

1988/02/24 NHKホール
#1045
B

ワルベルク、ハインツ バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

1998/09/18 NHKホール
#1360
C

ヤノフスキ、マレク バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

2002/12/23 NHKホール 大野和士 バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ



2008/09/19 NHKホール
#1626
C

エトヴェシュ、ペーテル バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

2019/06/14 NHKホール 1916C ヤルヴィ、パーヴォ バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.(ウッド) 組曲 第6番から 終曲

2013/06/08 NHKホール
#1757
A

下野竜也 バッハ、J.S.(エルガー)
幻想曲とフーガ ハ短調
BWV537

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.（オーマンディ）
カンタータ「心と口と行いと命」BWV147から「主
よ、人の望みの喜びよ」

1975/01/22 NHKホール #649 A ギーレン、ミヒャエル
バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

来たれ、創り主よ、聖霊なる神よ BWV667

1972/12/19 東京文化会館 ローゼンストック、ジョセフ
バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

コラール前奏曲 BWV654 「愛する魂よ、美しく装
え」

1975/01/22 NHKホール #649 A ギーレン、ミヒャエル
バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

コラール前奏曲 BWV654 「愛する魂よ、美しく装
え」

1988/03/10 NHKホール
#1047
A

スウィトナー、オットマール
バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

前奏曲とフーガ 変ホ長調
BWV552

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス
バッハ、J.S.（シェーンベル
ク）

前奏曲とフーガ 変ホ長調
BWV552「聖アン」

1972/12/19 東京文化会館 ローゼンストック、ジョセフ
バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

来たれ、創り主よ、聖霊なる神よ BWV667

1974/03/30 NHKホール 尾高忠明 バッハ、J.S.(ストコフスキー)
トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1999/04/08 NHKホール
#1377
A

デュトワ、シャルル バッハ、J.S.(ストコフスキー)
トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

2004/08/29 NHKホール 岩村力 バッハ、J.S.(ストコフスキー)
トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

「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

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード
バッハ、J.S.（ストコフス
キー）

トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.（バルビローリ）
カンタータ「狩りだけが私の喜び」BWV208から
「羊は安らかに草を食み」

1995/07/29 サントリーホール 大野和士 バッハ、J.S.(マーラー) 組曲 第2番 ロ短調 BWV1067：序曲
サントリーホール定期演奏会1995年IIマー
ラーvs.ツェムリンスキー

1974/03/30 NHKホール 尾高忠明 バッハ、J.S.(レスピーギ) パッサカリア ハ短調 BWV582
第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 パッヘルベル カノン ニ長調
第8回N響ゴールデンポップス映画「夫婦」
使用曲

2008/05/10 NHKホール
#1619
A

尾高忠明 パヌフニク カティンの墓碑銘 (1967)

1999/02/06 NHKホール
#1372
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

パヌフニク ノクターン (1947/1955) ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

1982/03/24,25 NHKホール #867 B 外山雄三 早坂文雄 左方の舞と右方の舞

1996/06/18 サントリーホール ペンデレツキ、クシシュトフ 林光 ヴィオラ協奏曲 「悲歌」 今井信子(vla.)

1996年第44回尾高賞受賞
MusicTomorrow1996
プレトーク(18:15～)：野平一郎/林光/クシ
シュトフ・ペンデレツキ/石田一志(司会)

1956/02/26放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

林光 オーケストラのための変奏曲
ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」
1955年度第4回尾高賞受賞

1965/10/30 東京文化会館 外山雄三 林光 オーケストラのための変奏曲 第20回文部省芸術祭

1965/10/30 東京文化会館 外山雄三 林光 オーケストラの音楽
N響委嘱世界初演
第20回文部省芸術祭

1973/03/31 東京文化会館 若杉弘 林光
合唱とオーケストラのための
「アース」

日本プロ合唱団連合(chor.) 世界初演日本プロ合唱団連合演奏会

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ 林光 シンフォニック・スケッチ「江差」 NHK札幌放送局開局60周年記念

1989/07/31 NHKホール 山本直純 林光 シンフォニック・スケッチ「京の大仏」 世界初演N響「夏」'89

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 林光 シンフォニック・スケッチ「江差」
世界初演
N響「夏」'88

1990/08/01 NHKホール 山本直純 林光 シンフォニック・スケッチ「青菜切るうた」 世界初演N響「夏」'90

1960/08/14放送 不詳 岩城宏之 林光 チェロ協奏曲 堤剛(vlc.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1989/07/31 NHKホール 山本直純 林光 ねんねしゃんせ N響「夏」'89

1958/05/25放送 不詳 外山雄三 林光 管弦楽のための変奏曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（１）」

1958/11/27放送 不詳 山田和男 林広守 日本国国歌 「君が代」 ＮＨＫラジオ「皇太子妃祝賀特集番組」

2016/06/11 NHKホール
#1838
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

バラキレフ（リャプノーフ） 東洋風の幻想曲「イスラメイ」

2019/10/17 NHKホール 1922C ソヒエフ、トゥガン バラキレフ（リャプノーフ） 東洋風の幻想曲「イスラメイ」

2008/07/01 東京オペラシティ ドロワイエ、ジャン 原田敬子 エコー・モンタージュ
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2008プレトーク(18:20～)：
西村朗/原田敬子/白石美雪(司会)

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 原田敬子 エコー・モンタージュ

2009年第57回尾高賞受賞
MusicTomorrow2009
プレトーク(18:20～)：原田敬子/斉木由美/
藤倉大/白石美雪(司会)

1963/06/24 東京文化会館 #440 岩城宏之 バルトーク
27の2声および3声の合唱曲： 女声合唱と管弦
楽のための6つのハンガリア民謡

東京混声合唱団(chor.)

1985/01/23 NHKホール #950 B コシュラー、ズデニェク バルトーク 2つの映像 作品10

1964/02/08 NHKホール(旧) 岩城宏之 バルトーク 2台のピアノと打楽器のための協奏曲
小林仁(pf.)/本荘玲子(pf.)/小林美隆
(perc.)/岡田知之(perc.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番 パウク、ジェルジ(vln.)

2002/01/12 NHKホール
#1451
C

ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

2007/04/18 東京文化会館 小林研一郎 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番 竹澤恭子(vln.) 東京文化会館公演



1967/05/03 東京文化会館 #485 B 近衛秀麿 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 潮田益子(vln.)

1974/05/08 NHKホール #631 A ウェラー、ワルター バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 鈴木秀太郎(vln.)

1981/11/19 NHKホール #854 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 石川静(vln.)

1985/04/17 NHKホール #958 A クロブチャール、ベリスラフ バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 ヘッツェル、ゲルハルト(vln.)

1987/01/08 NHKホール 外山雄三 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 竹澤恭子(vln.) 第13回若い芽のコンサート

1998/02/07 NHKホール
#1343
C

シュタイン、ホルスト バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 テツラフ、クリスティアン(vln.)

2002/05/22 サントリーホール
#1461
B

ギルバート、アラン バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 ツェートマイアー、トーマス(vln.)

2015/05/09 NHKホール
#1808
A

サラステ、ユッカ･ペッカ バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 バラーティ、クリストフ(vln.)

1965/11/13 東京文化会館 #458 A 岩城宏之 バルトーク ヴィオラ協奏曲 コッホ、ウルリヒ(vla.)

1978/01/19 NHKホール #740 B ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ バルトーク ヴィオラ協奏曲 今井信子(vla.)

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 バルトーク ヴィオラ協奏曲 小林秀子(vla.) 第16回若い芽のコンサート

1996/03/01,02 NHKホール
#1286
C

ワルベルク、ハインツ バルトーク ヴィオラ協奏曲 今井信子(vla.)

2008/04/16 サントリーホール
#1618
B

ヴィヨーム、エマニュエル バルトーク ヴィオラ協奏曲 (シェルイ版) 店村眞積(vla.)

1965/06/28 東京文化会館 #457 ルンプフ、アレクサンダー バルトーク オーケストラのための協奏曲
録音日は1965年6月28日となっているが、
別日の可能性あり

1968/12/07 東京文化会館 #514 A 岩城宏之 バルトーク オーケストラのための協奏曲

1973/03/20 渋谷公会堂 #600 C 岩城宏之 バルトーク オーケストラのための協奏曲

1975/10/08 NHKホール #671 A 外山雄三 バルトーク オーケストラのための協奏曲

1977/10/12 NHKホール #731 B 岩城宏之 バルトーク オーケストラのための協奏曲

1981/01/23 NHKホール #831 B 岩城宏之 バルトーク オーケストラのための協奏曲

1982/09/29 NHKホール #879 B フムーラ、ガブリエル バルトーク オーケストラのための協奏曲

1985/06/21 NHKホール #966 C ドレヴァンツ、ハンス バルトーク オーケストラのための協奏曲

1988/04/07 NHKホール
#1050
A

グラーフ、ハンス バルトーク オーケストラのための協奏曲

1991/04/24 NHKホール
#1141
B

デュトワ、シャルル バルトーク オーケストラのための協奏曲

1995/01/23 サントリーホール 小澤征爾 バルトーク オーケストラのための協奏曲
怪我や病気で活躍できないオーケストラの
楽員のためのチャリティコンサート

1998/04/23 NHKホール
#1350
A

ギルバート、アラン バルトーク オーケストラのための協奏曲 世界の若手指揮者たち

2000/11/17 NHKホール
#1419
C

デルフス、アンドレアス バルトーク オーケストラのための協奏曲

2002/06/13 NHKホール
#1463
A

デュトワ、シャルル バルトーク オーケストラのための協奏曲

2005/04/09 NHKホール
#1538
A

メルクル、準 バルトーク オーケストラのための協奏曲

2006/12/08 NHKホール
#1584
C

ツァグロゼク、ローター バルトーク オーケストラのための協奏曲

2008/09/19 NHKホール
#1626
C

エトヴェシュ、ペーテル バルトーク オーケストラのための協奏曲

2011/12/14 サントリーホール
#1717
B

デュトワ、シャルル バルトーク オーケストラのための協奏曲

2015/10/23 NHKホール
#1819
C

ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク オーケストラのための協奏曲

1957/03/17放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ バルトーク 歌劇「青ひげ公の城」 作品11
伊藤京子(ユーディット)/中山悌一
(青ひげ)/永井智雄(narr.)

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1987/10/07 NHKホール
#1031
A

カリーディス、ミルティアデス バルトーク 歌劇「青ひげ公の城」 作品11 (演奏会形式)
矢野恵子(sop.)/池田直樹(br.)
/日下武史(Prologuenarr.)

2011/12/09 NHKホール
#1716
C

デュトワ、シャルル バルトーク 歌劇「青ひげ公の城」 作品11 (演奏会形式)
ザボ、バリント(br.)/メラース、アンド
レア(sop.)

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19
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VIIブダペスト―東西の回廊

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19

2002/12/07 NHKホール
#1475
C

サロネン、エサ･ペッカ バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19

2015/12/16 サントリーホール
#1825
B

デュトワ、シャルル バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19

1966/02/22,23 東京文化会館 #466 A 外山雄三 バルトーク 弦楽のためのディヴェルティメント

2017/09/27 サントリーホール 1866B ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク 弦楽のためのディヴェルティメント

1966/04/12
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1974/02/13 NHKホール #623 B 岩城宏之 バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1985/03/06 NHKホール #955 A 外山雄三 バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

2017/09/27 サントリーホール 1866B ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1977/09/14 NHKホール #728 B 外山雄三 バルトーク バレエ組曲

1973/03/08 東京文化会館 #598 A 岩城宏之 バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19



1991/01/17 NHKホール
#1131
A

フィッシャー、アダム バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19 東京混声合唱団(chor.)

1995/05/30 サントリーホール ブーレーズ、ピエール バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19 晋友会合唱団(chor.) ピエール・ブーレーズ・フェスティバル

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

デュトワ、シャルル バルトーク バレエ組曲

2008/09/24 サントリーホール
#1627
B

タン、ドゥン バルトーク バレエ組曲

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ピアノ協奏曲 第1番 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

1959/04/20,22,23? 日比谷公会堂 #404 シュヒター、ウィルヘルム バルトーク ピアノ協奏曲 第2番 フォルデス、アンドール(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1967/09/30 東京文化会館 外山雄三 バルトーク ピアノ協奏曲 第2番 アンダ、ゲザ(pf.) ゲザ・アンダピアノ演奏会

1988/10/19 NHKホール
#1063
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ピアノ協奏曲 第2番 オールソン、ギャリック(pf.)

2012/06/15 NHKホール
#1731
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

バルトーク ピアノ協奏曲 第2番 バヴゼ、ジャン・エフラム(pf.)

1976/10/08 NHKホール #700 C 尾高忠明 バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 フランクル、ピーター(pf.)

1980/01/30 NHKホール #801 B コンドラシン、キリル バルトーク ピアノ協奏曲 第3番
オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1985/06/12 NHKホール #964 A ドレヴァンツ、ハンス バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 コチシュ、ゾルターン(pf.)

1988/09/28 サントリーホール 外山雄三 バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 ラーンキ、デジェー(pf.)

1991/03/14 NHKホール
#1137
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 田崎悦子(pf.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、出演者変更当初の予定はピアノ独奏
がゾルターン・コチシュZoltánKocsisであっ
たが、田崎悦子に変更

2000/06/24 NHKホール
#1411
C

デュトワ、シャルル バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 ヘフリガー、アンドレアス(pf.)

2006/10/06 NHKホール
#1579
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 グリモー、エレーヌ(pf.)

2017/09/27 サントリーホール 1866B ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク 舞踊組曲

1967/10/24 東京文化会館 外山雄三 バルトーク ラプソディ 第1番 スターン，アイザック(vln.) アイザック・スターンバイオリン演奏会

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 バルトーク ラプソディ 第1番 堀米ゆず子(vln.) 朝日ベルサロン特別公演

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン バルトーク ラプソディ 第1番 パウク、ジェルジ(vln.)

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン バルトーク ルーマニア民俗舞曲
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～

2001/01/17 サントリーホール
#1425
B

メルクル、準 バルトーク ルーマニア民俗舞曲

1968/03/06 東京文化会館 #500 A 岩城宏之 バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1981/03/11 NHKホール #836 A ライトナー、フェルディナント ハルトマン 交響曲 第6番

1992/05/20 NHKホール
#1174
B

フムーラ、ガブリエル ハルトマン 交響曲 第6番

2014/05/16 NHKホール
#1782
C

コボス、ヘスス・ロペス ハルフテル 第1旋法によるティエントと皇帝の戦い

2019/02/09 NHKホール 1906A ヤルヴィ、パーヴォ ハンス・ロット 交響曲 第1番 ホ長調

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル ピアソラ アディオス・ノニーノ ビネリ、ダニエル(bandneón)

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル ピアソラ バンドネオン協奏曲 ビネリ、ダニエル(bandneón)

2006/08/06 NHKホール 山下一史 ピアソラ(啼鵬) オブリビョン 須川展也(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
吹奏楽

2006/08/06 NHKホール 山下一史 ピアソラ(啼鵬) リベルタンゴ 須川展也(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
吹奏楽

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 ヒーリー、ブルース ディズニー｢ファンタズミック」メインテーマ ほっとコンサート2017

1969/09/24 東京文化会館 #528 A フルネ、ジャン ピエルネ
「シダリーズと牧羊神」組曲 第1番：牧羊神の学
校 / パンの笛のけいこ/ 幼い水の精の行進

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 久石譲 「千と千尋の神隠し」：あの夏へ 小林愛実(pf.) ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 久石譲 「魔女の宅急便」：海の見える街 小林愛実(pf.) ほっとコンサート2016

2003/07/20 東京オペラシティ 岩村力 久石譲 映画「となりのトトロ」：主題曲
「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

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎
久石譲&木村弓
(和田薫)

映画「千と千尋の神隠し｣から
「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

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ ビショップ(池辺晋一郎) 歌劇「クラリ」：ホーム・スィート・ ホーム 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
～

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー 「アルルの女」組曲 第1番

1984/12/14 NHKホール #948 C ノイマン、ヴァーツラフ ビゼー
「アルルの女」組曲 第1番 / 第2番：前奏曲 / カ
リヨン / 田園曲 / ファランドール

第2番の編曲者はエルネスト・ギロー

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ ビゼー
「アルルの女」組曲 第1番 / 第2番：前奏曲 / メ
ヌエット/ カリヨン
/ ファランドール

第2番の編曲者はエルネスト・ギロー

1984/01/28 NHKホール 森正 ビゼー 「アルルの女」組曲 第1番：前奏曲 / カリヨン 青少年のためのプロムナードコンサート

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール

2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール 岩谷産業70周年記念

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール サンクトペテルブルク

2013/08/25
Saltzburg
Felsenreitsch ule

デュトワ、シャルル ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール ザルツブルク音楽祭



2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：メヌエット ほっとコンサート2019

1984/01/28 NHKホール 森正 ビゼー
「アルルの女」組曲 第2番：間奏曲 / メヌエット/
ファランドール

青少年のためのプロムナードコンサート

2012/07/20 NHKホール アクセルロッド、ジョン ビゼー 「カルメン」組曲 (抜粋) N響「夏」2012東京公演

2012/07/21
ザ・シンフォニー
ホール

アクセルロッド、ジョン ビゼー 「カルメン」組曲 (抜粋) N響「夏」2012大阪公演

1959/02/19 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ビゼー 歌劇「カルメン」

シミオナート、ジュリエッタ(カルメン)/
ジーリ、リナ(ミカエラ)/ヴェルチェル
リ、アンジェラ(ミカエラ)/キッサーリ、
サンタ(フラスキータ)/ディ・スタジオ、
アンナ(メルセデス)/デル・モナコ、
マリオ(ドン・ホセ)/コロンボ、シピオ
(エスカミーリョ)/プロッティ、アルド(エ
スカミーリョ)/ラ・ポルタ、アルトゥー
ロ(ダンカイロ
&モラーレス)/カルーソー、マリアーノ
(レメンダード)/モンタルソロ、パオロ
(スニーガ)/宮本昭太(br.)/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.)

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
合唱指導：長谷川新一
バレエ：日本バレエ協会
美術：チェーザレ・マリア・クリスティーニ
CesareMariaCristini
Ricordi版楽譜を使用

2016/12/09 NHKホール #1851A デュトワ、シャルル ビゼー 歌劇「カルメン」（演奏会形式）

アルドリッチ、ケイト（カルメン）/プエ
ンテ、マルセロ（ドン・ホセ）/ダルカン
ジェロ、イルデブランド（エスカミー
リョ）/シュヴァルツ、シルヴィア（ミカ
エラ）/長谷川顯（スニーガ）/与那城
敬（モラーレス）/町英和（ダンカイロ）
/高橋淳（レメンダード）/平井香織
（フラスキータ）/山下牧子（メルセデ
ス）/新国立合唱団(chor.)/NHK東京
児童合唱団(chor.)

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー 歌劇「カルメン」：恋は野の鳥 ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー
歌劇｢カルメン」：セギディーリャ「セビリアのとり
での近くに」

ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン ビゼー 歌劇「カルメン」：前奏曲 NHK放送75周年事業

2004/08/29 NHKホール 岩村力 ビゼー 歌劇「カルメン」：前奏曲
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー 歌劇「カルメン」：前奏曲 / 3つの間奏曲

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 ビゼー
歌劇「カルメン」：闘牛士の歌
「諸君の乾杯を喜んで受けよ う」

NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ ビゼー
歌劇「カルメン」：花の歌 「おまえが投げたこの
花は」

プーマ、サルヴァトーレ(ten.)

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

2019/10/23 サントリーホール 1923B ソヒエフ、トゥガン ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1976/06/12 NHKホール 外山雄三 ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調
第21回青少年のためのプロムナードコン
サート

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1984/11/16 NHKホール #945 C ラハバリ、アレクサンダー ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

2016/01/09 NHKホール
#1826
A

山田和樹 ビゼー 小組曲「こどもの遊び」作品２２

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ビゼー 歌劇「カルメン」：ハバネラ タッシナーリ、ピア(sop.)

1973/12/27 NHKホール マタチッチ、ロヴロ･フォン ビゼー(ギロー） 「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール
第2回青少年のためのプロムナードコン
サート
「カルメン」組曲の終曲として演奏

1968/11/23 不詳 森正 ビゼー(ホフマン) 「カルメン」組曲 (抜粋) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン ビゼー(ホフマン) 「カルメン」組曲 第1番
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 ビゼー(ホフマン) 「カルメン」組曲 第1番 (抜粋)
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/12/27 NHKホール マタチッチ、ロヴロ･フォン ビゼー(ホフマン)
「カルメン」組曲 第1番：前奏曲 / アルカラの竜
騎兵 / 間奏曲 / アラゴネーズ

第2回青少年のためのプロムナードコン
サート

1966/12/06 東京文化会館 #476 A ルッチ、ニコラ ピツェッティ 「エディプス王」への3つの交響前奏曲

1963/06/08 NHKホール(旧)
ピッツィーニ、カルロ・アル
ベルト

ピッツィーニ 弦楽のためのサラバンド NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/06/08 NHKホール(旧)
ピッツィーニ、カルロ・アル
ベルト

ピッツィーニ 交響詩「ピエモンテにて」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

2002/12/18 サントリーホール
#1477
B

デュトワ、シャルル ヒナステラ 協奏的変奏曲 作品23

1987/04/30,05/01 NHKホール
#1023
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヒナステラ ハープ協奏曲 作品25 吉野直子(hrp.)

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル ヒナステラ バレエ組曲「エスタンシア」 作品8a

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ヒナステラ
バレエ組曲「エスタンシア」 作品8a：
マランボ

反田恭平(pf.) ほっとコンサート2019



1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ヒメネス サルスエラ「テンプラニーカ」：サパテアード ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1962/11/05 日比谷公会堂 森正 平吉毅州 管弦楽のためのコンポジション 世界初演

1969/10/24 東京文化会館 #530 A 岩城宏之 平吉毅州 交響的変奏曲 N響委嘱世界初演

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 ビリック、ジェリー ブロックＭ
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

1977/03/24 NHKホール #717 B 岩城宏之 廣瀬量平 尺八とオーケストラのための協奏曲 山本邦山(尺八)

1977/10/06 NHKホール #730 A 岩城宏之 廣瀬量平 尺八とオーケストラのための協奏曲 山本邦山(尺八)

1984/04/06
ゆうぽうと簡易保
険ホール

外山雄三 廣瀬量平 尺八とオーケストラのための協奏曲 山本邦山(尺八) 日本現代音楽の夕べ

1974/06/19 NHKホール #635 B 岩城宏之 廣瀬量平 チェロ協奏曲「悲 (トリステ)」 堀了介(vlc.)

1991/07/31 NHKホール 山本直純 廣瀬量平 陸前の海 世界初演N響「夏」'91

1996/08/19 サントリーホール ムント、ウーヴェ 弘田龍太郎（西村朗） 叱られて サントリーホール定期演奏会1996-4

1996/06/06 NHKホール
#1296
A

スラットキン、レナード ヒンデミット ヴァイオリン協奏曲 ペスカノフ、マーク(vln.)

2001/10/31 サントリーホール
#1444
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヒンデミット ヴァイオリン協奏曲
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

1968/11/08 東京文化会館 #513 B ワルベルク、ハインツ ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

1985/09/18 NHKホール #967 A ヤノフスキ、マレク ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

コウト、イルジー ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

2011/12/14 サントリーホール
#1717
B

デュトワ、シャルル ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

2017/11/11 NHKホール 1870A ヤノフスキ、マレク ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

1991/03/20 NHKホール
#1138
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 弦楽と金管のための演奏会用 音楽 作品50

1964/12/10 東京文化会館 #451 ルンプフ、アレクサンダー ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1966/06/07 東京文化会館 #470 A ワルベルク、ハインツ ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1977/01/21 NHKホール #710 C ヴィッヒ、ギュンター ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1980/12/12 NHKホール #827 B ワイケルト、ラルフ ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1982/11/17 NHKホール #884 B ベルゲル、エーリッヒ ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1988/05/12 NHKホール
#1053
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

2000/12/16 NHKホール
#1423
C

デュトワ、シャルル ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

2004/02/27 NHKホール
#1510
C

ワルベルク、ハインツ ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 交響曲「世界の調和」 ヒンデミット生誕100年

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 交響曲「世界の調和」 ヒンデミット生誕100年

1991/09/18 NHKホール
#1150
B

フルネ、ジャン ヒンデミット 交響的舞曲

1983/07/06 NHKホール #905 B ライトナー、フェルディナント ヒンデミット 室内音楽 作品36-3 潮田益子(vln.)

1991/03/20 NHKホール
#1138
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット シュヴァーネンドレーヤー
ウォルター、ジェラルディーン
(vla.)

1983/02/23 NHKホール #894 A シュタイン、ホルスト ヒンデミット シンフォニア・セレーナ

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット
シンフォニア・セレーナ：ベー トーヴェンによる速
い行進曲

2003/05/07 サントリーホール
#1486
B

シナイスキー、ワシーリ ヒンデミット チェロ協奏曲 (1940) ゲリンカス、ダーヴィド(vlc.)

1966/02/14 東京文化会館 カイルベルト、ヨーゼフ ヒンデミット バレエ音楽「気高い幻想」
録音日は1966年2月14日となっているが、
第465回定期公演の可能性あり

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヒンデミット バレエ音楽「気高い幻想」
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1961/02/26放送 不詳 外山雄三 ヒンデミット フィルハーモニー協奏曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール Ｎ
響現代音楽の夕べ（４）」

1968/05/14 東京文化会館 #504 A カイルベルト、ヨーゼフ ヒンデミット フィルハーモニー協奏曲

1977/12/01 NHKホール #736 A シュタイン、ホルスト ヒンデミット フィルハーモニー協奏曲

2017/11/11 NHKホール 1870A ヤノフスキ、マレク ヒンデミット 木管楽器とハープと管弦楽のための協奏曲
甲斐雅之(fl.)/茂木大輔(ob.)/松本健
司(cl.)/宇賀神広宣(fg.)/早川りさ子
(hrp.)

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ ファリャ
歌劇「はかない人生」：間奏曲 /
スペイン舞曲

長野オリンピック

1998/12/19 NHKホール
#1369
C

デュトワ、シャルル ファリャ
歌劇「はかない人生」：間奏曲 /
スペイン舞曲

2017/01/13 NHKホール #1853C メナ、ファンホ ファリャ
歌劇「はかない人生」：間奏曲 /
スペイン舞曲

1978/05/31 NHKホール #753 A 小林研一郎 ファリャ 交響的印象「スペインの庭の夜」 デ・ラローチャ、アリシア(pf.)

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ファリャ 交響的印象「スペインの庭の夜」 ワン，ユジャ（pf.）

1970/10/10 不詳 若杉弘 ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」 成田絵智子(alt.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1987/01/16 NHKホール
#1010
C

ボド、セルジュ ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」 秋葉京子(sop.)

「夜」「占い」「漁夫の物語」を除く
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初省略予定だった「愛の悩みの歌」
をプログラムの3曲目に追加



2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」：火祭りの踊り
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

2012/07/20 NHKホール アクセルロッド、ジョン ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」：火祭りの踊り N響「夏」2012東京公演

2014/05/16 NHKホール
#1782
C

コボス、ヘスス・ロペス ファリャ バレエ音楽「三角帽子」 林美智子（mez.sop.）

1962/03/23放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1969/01/14? 東京文化会館 #516 A 岩城宏之 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部
1969年1月14日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1963/01/09 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ファリャ バレエ組曲「三角帽子」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1976/06/12 NHKホール 外山雄三 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」
第21回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/01/27 NHKホール 尾高忠明 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」
第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1996/12/16 サントリーホール デュトワ、シャルル ファリャ バレエ組曲「三角帽子」 寺谷千枝子(mez.sop.) サントリーホール定期演奏会1996-7

2017/01/13 NHKホール #1853C メナ、ファンホ ファリャ バレエ組曲「三角帽子」

1964/05/30 東京文化会館 アンセルメ、エルネスト ファリャ
バレエ組曲「三角帽子」 第1部 / 第2部：序奏 /
セギディーリャ/ 粉ひき女の踊り/ お代官様 /
粉ひき女 / ぶどう / ファンダンゴ

N響臨時演奏会

2013/08/04 NHKホール 山下一史 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：近所 の人たち
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

1956/03/14 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ローゼンストック特別演奏会

1964/10/23 東京文化会館 外山雄三 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部
オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1986/01/24 NHKホール #981 C スタインバーグ、ピンカス ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1994/09/03 NHKホール
#1238
C

スタインバーグ、ピンカス ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部

2009/06/17 NHKホール
#1651
B

メルクル、準 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1968/04/09 東京厚生年金会館 岩城宏之 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部 民音4月公演

1993/05/21 NHKホール
#1202
C

スラットキン、レナード フィリップス、M. Turning

1983/09/30 NHKホール #909 C ケーゲル、ヘルベルト プーランク 2台のピアノのための協奏曲
ラベック、カティア(pf.)/ラベック、マリ
エル(pf.)

1999/04/02 NHKホール
#1376
C

デュトワ、シャルル プーランク 2台のピアノのための協奏曲 児玉麻里(pf.)/児玉桃(pf.)

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

プーランク 朝の歌 ロジェ、パスカル(pf.)

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

プーランク 朝の歌 ロジェ、パスカル(pf.)

1974/10/30 NHKホール #642 B フルネ、ジャン プーランク オルガン、弦楽器、ティンパニのための協奏曲 島田麗子(org.)

1978/11/15 NHKホール #764 B デルヴォー、ピエール プーランク オルガン、弦楽器、ティンパニのための協奏曲 イゾアール、アンドレ(org.)

2000/06/14 サントリーホール
#1410
B

デュトワ、シャルル プーランク オルガン、弦楽器、ティンパニのための協奏曲 エスピナス、フランソワ(org.)

2001/06/07 NHKホール
#1436
A

デュトワ、シャルル プーランク 悲しみの聖母
蔵野蘭子(sop.)/東京藝術大学
(chor.)

合唱指導：田中信昭

2004/01/21 サントリーホール
#1507
B

デュトワ、シャルル プーランク 黒い聖母への連祷 二期会合唱団(femalechor.) 合唱指揮：大島義彰

1993/05/27 NHKホール
#1203
A

スラットキン、レナード プーランク グロリア
ホーヘンフェルト、リンダ(sop.)/
東京混声合唱団(chor.)

2013/12/06 NHKホール
#1770
C

デュトワ、シャルル プーランク グロリア
ウォール、エリン(sop.)/新国立劇場
合唱団(chor.)

1999/09/16 NHKホール
#1386
A

デュトワ、シャルル プーランク テネブレのつのレスポンソリウム
中村智子(sop.)/スウェーデン放送合
唱団(chor.)

合唱指導：ステファン・パルクマン

1969/10/15 東京文化会館 #529 B フルネ、ジャン プーランク バレエ組曲「牝鹿」

1999/09/08 サントリーホール
#1385
B

デュトワ、シャルル プーランク ロカマドゥールの黒衣の聖母への連祷
スウェーデン放送合唱団
(femalechor.)

合唱指導：ステファン・パルクマン

1996/04/06 NHKホール
#1289
C

若杉弘 ブーレーズ ノタシオン～オーケストラのための： I,IV,III & II

1992/05/01 サントリーホール 外山雄三 フェルドマン コプトの光
日本初演
MusicinFuture1992プレトーク(18:00～)：湯
浅譲二/西村朗/長木誠司(司会)

1970/01/24放送 神奈川県立音楽堂 フルネ、ジャン フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年10月7日の録音？

1982/09/24 NHKホール #878 C フムーラ、ガブリエル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

プラッソン、ミシェル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2008/06/20 NHKホール
#1623
C

ザネッティ、マッシモ フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2010/06/11 サントリーホール
#1677
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2015/01/10 NHKホール
#1799
A

ノセダ、ジャナンドレア フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2019/01/16 サントリーホール 1904B ソヒエフ、トゥガン フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

フォーレ パヴァーヌ 作品50
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン



1963/01/29
武蔵野音楽大学
ベートーヴェンホー
ル

フルネ、ジャン フォーレ レクイエム 作品48
古沢淑子(sop.)/モルナール、ヨーゼ
フ(br.)/島田麗子(org.)/東京混声合
唱団(chor.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1990/06/13 NHKホール
#1116
B

フルネ、ジャン フォーレ レクイエム 作品48
佐藤しのぶ(sop.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：長井則文

1999/12/19 NHKホール デュトワ、シャルル フォーレ レクイエム 作品48
中嶋彰子(sop.)/ピットマン、ジェニン
グス、デイヴィッド(br.)/二期会合唱
団e(chor.)

2004/01/21 サントリーホール
#1507
B

デュトワ、シャルル フォーレ レクイエム 作品48
天羽明惠(sop.)/青戸知(br.)/
二期会合唱団(chor.)

合唱指揮：大島義彰

2018/02/16 NHKホール 1880C ヤルヴィ、パーヴォ フォーレ レクイエム 作品48
市原愛(sop.)
甲斐栄次郎(br.)
東京混声合唱団(chor.)

2004/08/29 NHKホール 岩村力 フォーレ(栗山和樹)
組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80：シチリア舞
曲

本田美奈子(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
作詞:岩谷時子

1974/06/19 NHKホール #635 B 岩城宏之 深井史郎 パロディー的な4楽章

1959/10/24 NHKホール(旧) 高田信一 福井徹雄 管弦楽のための前奏曲とアレグロ
世界初演第28回音楽コンクール作曲部門
本選会

2017/01/28 NHKホール #1855A 下野竜也 フサ プラハ1968年のための音楽（管弦楽版）

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 藤家溪子 思いだす ひとびとのしぐさを

1995年第43回尾高賞受賞
MusicTomorrow1995
プレトーク(15:15～)：藤家溪子/猿谷紀郎/
菅野由弘/石田一志(司会)プログラムへの
挟み込みによると、当初の予定から曲順
変更

2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル 藤家溪子 ギター協奏曲 第2番 作品60「恋すてふ」 山下和仁(guit.) MusicTomorrow2010

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 藤家溪子 ギター協奏曲 第2番「恋すてふ」 山下和仁(guit.)

2000年第48回尾高賞受賞
MusicTomorrow2000
プレトーク(18:20～)：外山雄三/藤家溪子/
西村朗/長木誠司(司会)

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 藤倉大 secret forest

紀尾井ホール・いずみホール共同委嘱
2009年第57回尾高賞受賞
MusicTomorrow2009
プレトーク(18:20～)：原田敬子/斉木由美/
藤倉大/白石美雪(司会)

1959/10/24 NHKホール(旧) 高田信一 藤田幸雄 小交響曲
世界初演第28回音楽コンクール作曲部門
本選会

2013/01/16 サントリーホール
#1746
B

ジンマン、デーヴィッド ブゾーニ 悲しき子守歌

2007/08/05 NHKホール 山下一史 フチーク 小言の多いおじさん 作品210 水谷上総(fg.)
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

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」：私のお父さん ノーニ、アルダ(sop.)

1963/11/11 東京文化会館
デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

プッチーニ 歌劇「西部の娘」

ステルラ、アントニエッタ(ミニー)
/コルツァーニ、アンセルモ(ジャック・
ラーンス)/デル・モナコ、マリオ
(ディック・ジョンソン)/アンナローロ、
アントニオ(ディック・ジョンソン)/グッ
ジャ、マリオ(ニック)/マランゴーニ、
ブルーノ(アシュビー)/ラ・ポルタ、ア
ルトゥーロ(ソノーラ)/サーバ、アント
ニオ(トリン)/オネスティ、ジョルジョ
(シッド&ビリー・ジャックラビット&ホ
セ・カストロ)/スコッティ、マルコ(ベル
ロ)/ペドローニ、アウグスト(ハリー)/
チェザリーニ、アトス(ジョー)/マッ
ツォッタ、パオロ(ハピー)/リナウド、
マリオ(ラーケンズ)/ディ・スタジオ、
アンナ(ウォークル)/マランゴーニ、ブ
ルーノ(ジェーク・ウォーレス)/中村健
(郵便屋)/二期会(chor.)/藤原歌劇団
合唱部(chor.)

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
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/若杉弘/菊
池彦典
協演：三期会

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：愛の二重唱 笹田和子(sop.)/木下保(ten.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：登場 山口和子(sop.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：可愛い坊や 長門美保(sop.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1963/10/29 東京文化会館 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」

シーゲレ、ミエッタ(蝶々夫人)/
モーリ、アンジェロ(ピンカートン)
/ディ・スタジオ、アンナ(スズキ)
/ドラーツィ、アッティリオ(シャープレ
ス)/グッジャ、マリオ(ゴロー)/リナウ
ド、マリオ(僧侶)/ラ・ポルタ、アル
トゥーロ(ヤマドリ)/オネスティ、ジョル
ジョ(神官)/栗本尊子(ケート・ピン
カー
トン)/二期会(chor.)/藤原歌劇団合
唱部(chor.)

LIRICAITALIANA1963
演出：青山圭男
美術：NHK
合唱指揮：福永陽一郎
振付：藤蔭静江
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、若杉弘、菊
池彦典
日本舞踊：藤蔭静江舞踊団

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に モスクッチ、オリエッタ(sop.)

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

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に 渡辺葉子(sop.) 朝日ベルサロン特別公演

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)



2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ハミング・ コーラス / 間奏曲 新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

1958/12/21放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」

戸田政子(トゥーランドット)/宮本正
(王子カラフ)/薗田誠一(アルトゥム
王)/大橋国一(ティムウル)/伊藤京
子(リュー)/大賀典雄(ピン)/石井昭
彦(パン)/布施隆治(ポン)/小島琢磨
(役人)/高田信男(ペルシャの王)/東
京放送合唱団、藤原歌劇団合唱
部、東京児童合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「歌劇の夕べ」

1971/09/08 東京文化会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」

リッペルト、マリオン(トゥーランドッ
ト)/クラバッシ、プリニオ
(ティムール)/ラボー、フラヴィアーノ
(カラフ)/マリンピエトリ、リディア
(リュー.)/マッツィーニ、グイド(ピン)/
ペドローニ、アウグスト(パン)/カステ
ルラーナ、フランコ(ポン)/中村健(皇
帝)/田島好一(大官)/日本プロ合唱
団連合(chor.)/東京放送児童合唱団
(childrenchor.)

LIRICAITALIANA1971
演出：ジュゼッペ・デ・トマージ
美術：マルチェルロ・デルレーナ
舞台製作：オリヴィエロ・ステルリーニ
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/富田正政/
近藤真司
協演：東京シティ・バレエ団/東京演劇アン
サンブル
Ricordi版楽譜を使用
プログラムに「ミエッタ・シーゲレは病気の
ため来日できなくなりましたので、その代
わりに、上記のリディア・マリンピエトリが、
「トゥーランドット」のリューの役に出演しま
す」との挟み込みあり

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ プッチーニ
歌劇「トゥーランドット」：斧をとげ
/ 月への祈り「月はまだ出ない のか」

新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：お聞きく ださい
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：氷のような姫君の心も
ヴェルチェルリ、アンジェラ
(sop.)

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：誰も寝てはならぬ ボルソ、ウンベルト(ten.)

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

1961/10/24 東京文化会館 モレルリ、 ジュゼッペ プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：誰も寝てはならぬ ロ・フォレーゼ、アンジェロ(ten.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：誰も寝てはならぬ 西村悟(ten.)
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

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：誰も寝てはならぬ

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：リューの死 大谷冽子(sop.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1956/10/10 産経ホール ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「トスカ」

グエルフィ、ジャン・ジャコモ(スカル
ピア男爵.)/タッディ、ジュゼッペ(スカ
ルピア男爵)/ボルソ、ウンベルト(カ
ヴァラドッシ)/プーマ、サルヴァトーレ
(カヴァラドッシ)/ステルラ、アントニ
エッタ(トスカ)/ベルトルリ、ルチアー
ナ(トスカ)/カーヴァ、カルロ(アンジェ
ロッティ)/ボイエル、アントニオ(教会
の番人)/スカルリーニ、グラウコ(ス
ポレッタ)/大橋国一(シャローネ)/栗
本尊子(羊飼いの少年)/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：佐木忠次/湯藤光生/富永
泰夫
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

1961/10/11 東京文化会館 バジーレ、アルトゥール プッチーニ 歌劇「トスカ」

テバルディ、レナータ(トスカ)/
ポッジ、ジャンニ(カヴァラドッシ)
/ロ・フォレーゼ、アンジェロ(カヴァラ
ドッシ)/グエルフィ、ジャン・ジャコモ
(スカルピア男爵)/プロッティ、アルド
(スカルピア男爵)/パリューカ、シル
ヴァーノ(アンジェロッティ)/ラ・ポル
タ、アルトゥーロ(教会の番人&シャ
ローネ&看守)/オネスティ、ジョルジョ
(教会の番人&シャローネ&看守)/ピ
リーノ、アントニオ(スポレッタ)/栗本
尊子(羊飼いの少年)/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
協演：三期会
美術：チェーザレ・マリオ・クリスティーニ

1973/09/26 NHKホール
デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

プッチーニ 歌劇「トスカ」

カバイヴァンスカ、ライナ(トスカ)
/ラボー、フラヴィアーノ(カヴァラドッ
シ)/マストロメイ、ジャン・ピエロ(スカ
ルピア男爵)/メリチアーニ、カルロ(ア
ンジェロッティ)
/マッツィーニ、グイド(教会の番人)/
ヤコプッチ、フェルナンド(スポレッ
タ)/ロンバルディ、フランコ(シャロー
ネ)/マッツォッタ、パオロ(看守)/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
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：田中信昭
振付助手：服部智恵子
副指揮：福森湘/中館輝厚/宮本昭嘉/小
松一彦/堤俊作/松井和彦
協演：東京演劇アンサンブル



1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン プッチーニ 歌劇「トスカ」：歌に生き、恋に生き テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ プッチーニ 歌劇「トスカ」：歌に生き、恋に生き 佐藤しのぶ(sop.) NHK音楽祭

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 プッチーニ 歌劇「トスカ」：歌に生き、恋に生き 木下美穂子(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

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 プッチーニ 歌劇「トスカ」：たえなる調和 佐野成宏(ten.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 プッチーニ 歌劇「トスカ」：たえなる調和 西村悟(ten.)
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

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「トスカ」：テ・デウム 秋元雅一朗(bs.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「トスカ」：星はきらめき 藤原義江(ten.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「トスカ」：星はきらめき タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1959/02/05 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「ボエーム」

タリアヴィーニ、フェルッチョ(ロドル
フォ)/ヤイヤ、ジャンニ(ロドルフォ)/
コロンボ、シピオ(マルチェルロ)/ラ・
ポルタ、アルトゥーロ(ショナール)/立
川澄人(ショナール)/クラバッシ、プリ
ニオ(コルリーネ)/オネスティ、ジョル
ジョ(ブノア&アルチンドロ)/ヴェルチェ
ルリ、アンジェラ(ミミ)
/ノーニ、アルダ(ムゼッタ)/デ・ユリ
ス、ガブリエレ(パルピニョール)/宮
本正(パルピニョール)/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.)

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：ヴェニエロ・コラサンティ
(VenieroCorasanti)
Ricordi版楽譜を使用

2007/11/09 NHKホール
#1604
A

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「ボエーム」 (演奏会形式)

マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/ザ
ナルディ、パトリツィア(sop.)/エン
シーナス、イグナシオ(ten.)/ヴェネ
ツィア、ステファノ(br.)/吉原輝(br.)/
ルジツキ、グレゴル(bs.)/ルメッツ、
パオロ(bs.)/二期会合唱団(chor.)/東
京少年少女合唱隊(children's
chor.)

字幕付合唱指揮：佐藤宏(二期会合唱団)
合唱指揮：長谷川久恵(東京少年少女合
唱隊)

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「ボエーム」：さようなら
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「ボエーム」：古い外とうよ カッシネルリ、アントニオ(bs.)

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

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「ボエーム」：ミミの別れと四重唱
伊藤京子(sop.)/三宅春恵(sop.)/川
崎静子(alt.)/柴田睦陸(ten.)/伊藤亘
行(br.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「ボエーム」：私の名はミミ 伊藤京子(sop.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 プッチーニ 歌劇「ボエーム」：私の名はミミ 澤畑恵美(sop.) 第16回若い芽のコンサート

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」：華やかに着飾っても
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲

1968/08/17 不詳 森正 プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲 ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「妖精ヴィッリ」：間奏曲「妖精たちの踊り」

2005/12/10
横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「妖精ヴィッリ」：間奏曲「妖精たちの踊り」 横浜定期演奏会

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 プッチーニ
歌劇「妖精ヴィッリ」：もしわたしが小さい花なら
ば

澤畑恵美(sop.) 第16回若い芽のコンサート

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」：私のお父さん ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」：私のお父さん トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：氷のような姫君の心も 大谷冽子(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ
歌劇「トスカ」：この時を待っていた、歌に生き恋
に生き

ランドゥ、アンナ(sop.)/セッシ、ローラ
ンド(br.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「トスカ」：星はきらめき タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「トスカ」：星はきらめき カンバーニス、ジャニス(ten.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「ボエーム」：ムゼッタのワルツ 伊藤京子(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「ボエーム」：私の名はミミ（戸田政子） 戸田政子(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/06/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」
戸田政子(sop.)/柴田睦陸(ten.)/川
崎静子(alt.)/宮原卓也(br.)

ＮＨＫラジオ「歌劇の夕べ」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に 砂原美智子(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

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

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に トゥッチ、ガブリエルラ(sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：かわいい坊や 福沢アクリヴィ
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」



1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：愛の二重唱 柴田喜代子(sop.)/柴田睦陸(ten.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

2007/12/12 サントリーホール
#1610
B

下野竜也 プフィッツナー ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品34 キュッヒル、ライナー(vln.)
ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

1980/07/04 NHKホール #816 B ペリック、クリストフ プフィッツナー
歌劇「パレストリーナ」：第1幕への前奏曲 / 第2
幕への前奏曲 / 第3幕への前奏曲

1968/11/08 東京文化会館 #513 B ワルベルク、ハインツ プフィッツナー ハイルブロンのケートヒェン 作品17a：序曲

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ プフィッツナー ハイルブロンのケートヒェン 作品17a：序曲

1984/04/29 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

プフィッツナー ハイルブロンのケートヒェン 作品17a：序曲 日独交歓

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 冬木透 交響詩「ウルトラセブン」から ほっとコンサート2016

1989/12/22 NHKホール 若杉弘 ブラームス 哀悼の歌 作品82

1966/07/23 NHKホール(旧) 岩城宏之 ブラームス アルト･ラプソディー 作品53
荒道子(alt.)/東京混声合唱団
(malechor.)/日本合唱協会
(malechor.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1984/07/04 NHKホール #936 B ワルベルク、ハインツ ブラームス アルト･ラプソディー 作品53
秋葉京子(alt.)/慶應義塾ワグネル・
ソサイエティ男声合唱団(malechor.)

1990/03/09 NHKホール
#1106
C

ムント、ウーヴェ ブラームス アルト･ラプソディー 作品53
伊原直子(alt.)/東京混声合唱団
(malechor.)

1992/12/22 NHKホール 若杉弘 ブラームス アルト･ラプソディー 作品53
ゾッフェル、ドリス(alt.)/国立音楽大
学(malechor.)

1965/11/20 東京文化会館 #459 B 岩城宏之 ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

海野義雄(vln.)/ヒューブナー、ニコラ
ウス(vlc.)

1976/01/09 NHKホール #679 A クレー、ベルンハルト ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

田中千香士(vln.)/徳永健一郎
(vlc.)

1977/11/11 NHKホール #733 C
ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

徳永二男(vln.)/徳永健一郎
(vlc.)

1982/12/08 NHKホール #886 A スウィトナー、オットマール ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

徳永二男(vln.)/徳永兼一郎
(vlc.)

1990/10/24 NHKホール
#1123
B

ライトナー、フェルディナント ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

漆原啓子(vln.)/フカチョヴァー、ミカ
エラ(vlc.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、出演者変更当初の予定はヴァイオリン
独奏がヨセフ・スークJosefSukであった
が、漆原啓子に変更

1994/11/16 NHKホール
#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

竹澤恭子(vln.)/ブルネルロ、マリオ
(vlc.)

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

エーネス、ジェームズ(vln.)/ペレー
ニ、ミクローシュ(vlc.)

2001/09/06 NHKホール
#1439
A

メルクル、準 ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

戸田弥生(vln.)/原田禎夫(vlc.)

2016/01/15 NHKホール
#1827
C

ソヒエフ、トゥガン ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

シュトイデ、フォルクハルト(vln.)/ソモ
ダリ、ペーテル(vlc.)

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102： 第1楽章

渡辺玲子(vln.)/向山佳絵子
(vlc.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1965/05/19 宮城県民会館 ルンプフ、アレクサンダー ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作 品77 潮田益子(vln.)

1953/09/24 日比谷公会堂 #349 ウェス、クルト ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 スターン、アイザック(vln.)

1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 海野義雄(vln.) 第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1967/10/24 東京文化会館 外山雄三 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 スターン，アイザック(vln.) アイザック・スターンバイオリン演奏会

1968/12/12 東京文化会館 #515 B 岩城宏之 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 海野義雄(vln.)

1974/12/11 NHKホール #647 A スウィトナー、オットマール ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 田中千香士(vln.)

1976/12/15 NHKホール ライトナー、フェルディナント ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 フデチェク、ヴァーツラフ(vln.)
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

1980/04/25 NHKホール #813 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ウーギ、ウート(vln.)

1983/04/15 NHKホール #899 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
アルテンブルガー、クリスティアン
(vln.)

1985/09/18 NHKホール #967 A ヤノフスキ、マレク ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 藤川真弓(vln.)

1988/12/18 サントリーホール ライトナー、フェルディナント ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 徳永二男(vln.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1989/10/24 サントリーホール 秋山和慶 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 チョン、キョン・ファ(vln.)
第50回NTT～チョン・キョンホア＝N響2大
協奏曲の夕べ～

1990/02/08 NHKホール
#1104
A

シュタイン、ホルスト ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 漆原朝子(vln.)

1992/05/20 NHKホール
#1174
B

フムーラ、ガブリエル ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 オイストラフ、イーゴリ(vln.)

1994/11/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

サントリーホール定期演奏会1994-V

1996/11/14 NHKホール
#1305
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 アッカルド、サルヴァトーレ(vln.)

2001/05/17 NHKホール
#1434
A

ワルベルク、ハインツ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 クウォン、ジョアン(vln.)

2002/03/21 サントリーホール ツァグロゼク、ローター ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ズナイダー、ニコライ(vln.)

2004/11/19 NHKホール
#1527
C

ルイージ、ファビオ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ツェートマイアー、トーマス(vln.)

2006/01/28 NHKホール
#1559
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 テツラフ、クリスティアン(vln.)

2010/11/24 サントリーホール
#1687
B

シュテンツ、マルクス ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 エーベルレ、ヴェロニカ(vln.)

2011/12/09 NHKホール
#1716
C

デュトワ、シャルル ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 バティアシュヴィリ、リサ(vln.)

2013/09/27 NHKホール
#1762
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

2016/02/12 NHKホール
#1830
C

ヤルヴィ、パーヴォ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ヤンセン、ジャニーヌ(vln.)

2017/01/28 NHKホール #1855A 下野竜也 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 バラーティ、クリストフ(vln.)

1960/09/13 ウィーン楽友協会 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1960/09/15
ブラチスラヴァ・フィ
ルハーモニア

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68



1960/10/07
Auditorium Foro
Italiano

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 ローマ

1962/02/18放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1963/02/05 東京厚生年金会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 バンコク

1964/11/17 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1967/01/28 不詳 マタチッチ、ロヴロ･フォン ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/06/09 東京文化会館 #489 B 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1968/05/14 東京文化会館 #504 A カイルベルト、ヨーゼフ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1969/02/15 埼玉会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 第7回県民コンサート

1970/06/29
石橋文化ホール
（久留米市）

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1972/05/24 東京文化会館 秋山和慶 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 東京労音5月例会・N響特別演奏会

1973/06/23 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1976/02/13 NHKホール #683 C ドレヴァンツ、ハンス ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1977/03/09 NHKホール #715 A 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1979/10/12 NHKホール #790 C ストラウス、ポール ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1980/01/19 NHKホール 小林研一郎 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
第53回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1981/11/25 NHKホール #855 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1983/04/15 NHKホール #899 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1983/12/08 NHKホール #917 A ヴァント、ギュンター ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1984/03/23 NHKホール #927 C マタチッチ、ロヴロ･フォン ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1986/02/12 NHKホール #983 B スウィトナー、オットマール ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1987/04/30,05/01 NHKホール
#1023
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1988/12/18 サントリーホール ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1989/08/30
Bunkamura オー
チャードホール

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

Bunkamuraオープニング・コンサート(非公
開)式の開演時間は10時半終演は12時15
分となっており、N響の演奏が実際何時か
ら始まったのかは不明

1991/03/08 NHKホール
#1136
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1992/10/07 NHKホール
#1183
B

クーン、グスタフ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1994/03/21 よこすか芸術劇場 ワルベルク、ハインツ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

1994/11/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 サントリーホール定期演奏会1994-V

1996/08/19 サントリーホール ムント、ウーヴェ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 サントリーホール定期演奏会1996-4

1997/03/01 NHKホール
#1316
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1999/06/10 NHKホール
#1382
A

大植英次 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

2000/02/16 サントリーホール
#1401
B

スラットキン、レナード ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2001/10/18 NHKホール
#1442
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2004/02/04 サントリーホール
#1508
B

尾高忠明 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
当初出演予定のローレンス・フォスターに
かわり、尾高忠明が指揮した

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
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2006/01/28 NHKホール
#1559
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2007/09/29 NHKホール
#1601
A

アツモン、モーシェ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
コンスタンティノス・カリーディスに代わり
モーシェ・アツモンが指揮

2009/11/14 NHKホール
#1658
A

サンティ、ネルロ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2010/09/15 サントリーホール
#1680
B

マリナー、ネヴィル ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2013/09/11 サントリーホール
#1760
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2014/11/15 NHKホール
#1793
A

マリナー、ネヴィル ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2016/04/22 NHKホール
#1833
C

スラットキン、レナード ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2017/10/25 サントリーホール 1869B エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1963/02/26 日比谷公会堂 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1964/10/10 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1966/01/24-2 東京文化会館 カイルベルト、ヨーゼフ ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
録音日は1965年5月31日となっているが、
第463回定期公演の可能性あり

1969/09/06 不詳 若杉弘 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1971/03/06放送 不詳 尾高忠明 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」



1971/05/08 東京厚生年金会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 N響臨時演奏会

1973/02/17 渋谷公会堂 #597 C シュタイン、ホルスト ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1974/11/21 NHKホール #645 B クレー、ベルンハルト ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1977/03/09 NHKホール #715 A 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1978/02/24 NHKホール #744 C ワラット、ハンス ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1979/05/11 NHKホール #780 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1981/03/28 NHKホール
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1983/06/22 NHKホール #903 B ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1985/12/13 NHKホール #978 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1986/05/07 NHKホール #991 A ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1990/03/15 NHKホール
#1107
A

ムント、ウーヴェ ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1991/09/18 NHKホール
#1150
B

フルネ、ジャン ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1992/02/13 NHKホール
#1164
A

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1993/10/16 NHKホール
#1211
C

ハウシルト、ヴォルフ･
ディーター

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1994/11/16 NHKホール
#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1995/08/19 サントリーホール パータノストロ、ロベルト ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 サントリーホール定期演奏会1995年III

1996/03/01,02 NHKホール
#1286
C

ワルベルク、ハインツ ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1998/09/18 NHKホール
#1360
C

ヤノフスキ、マレク ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2001/09/06 NHKホール
#1439
A

メルクル、準 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2003/02/06 NHKホール
#1481
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2005/11/12 NHKホール
#1553
A

バーメルト、マティアス ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した

2009/05/20 サントリーホール
#1648
B

尾高忠明 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2012/04/25 サントリーホール
#1726
B

ノリントン、ロジャー ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2013/09/21 NHKホール
#1761
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2015/05/20 サントリーホール
#1810
B

デ・ワールト、エド ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2016/10/31 NHKホール ソヒエフ、トゥガン ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 NHK音楽祭2016

1964/05/30 東京文化会館 アンセルメ、エルネスト ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 N響臨時演奏会

1966/01/24-1 愛知文化講堂 カイルベルト、ヨーゼフ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1968/11/08 東京文化会館 #513 B ワルベルク、ハインツ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1969/04/10 東京文化会館 #522 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1972/05/20放送 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年4月19日録音の可能性あり

1973/12/05 NHKホール #616 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1975/05/07 NHKホール #661 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1976/11/12 NHKホール #704 A スウィトナー、オットマール ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1977/03/24 NHKホール #717 B 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1979/09/26 NHKホール #788 A ヴィッヒ、ギュンター ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1983/04/27 NHKホール #901 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1985/05/17 NHKホール #963 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1988/02/24 NHKホール
#1045
B

ワルベルク、ハインツ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1989/11/16 NHKホール
#1095
A

スウィトナー、オットマール ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1993/01/28 NHKホール
#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1994/11/04 NHKホール
#1244
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1996/11/14 NHKホール
#1305
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2001/05/12 NHKホール
#1433
C

ワルベルク、ハインツ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2002/11/09 NHKホール
#1472
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2004/02/04 サントリーホール
#1508
B

尾高忠明 ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90
当初出演予定のローレンス・フォスターに
かわり、尾高忠明が指揮した

2010/11/06 NHKホール プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 NHK音楽祭2010

2013/09/21 NHKホール
#1761
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90



2016/06/17 NHKホール
#1839
Ｃ

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2017/10/20 NHKホール 1868C エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2019/11/16 NHKホール 1925A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1957/09/01放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1963/04/25 東京文化会館 マルティノン、ジャン ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 マルティノン特別演奏会

1964/03/21 NHKホール(旧)
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/02/23 東京文化会館 #481 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1968/02/20 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1971/07/10 宮城県民会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1972/10/10,11 東京文化会館 #584 B クレー、ベルンハルト ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1973/11/07 NHKホール #613 A ヴィッヒ、ギュンター ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1975/04/23 NHKホール #658 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1977/03/24 NHKホール #717 B 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1978/04/14 NHKホール #748 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1980/01/16 NHKホール #799 A コンドラシン、キリル ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1981/01/31 NHKホール シュタイン、ホルスト ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1983/09/30 NHKホール #909 C ケーゲル、ヘルベルト ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1985/05/17 NHKホール #963 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1986/12/03 NHKホール
#1007
A

スウィトナー、オットマール ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1988/04/01,02 NHKホール
#1049
C

グラーフ、ハンス ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1989/03/15 NHKホール
#1078
B

ドレヴァンツ、ハンス ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1992/01/10 NHKホール
#1160
C

若杉弘 ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1994/11/10 NHKホール
#1245
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1998/01/21 NHKホール
#1342
B

ドレヴァンツ、ハンス ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2000/11/09 NHKホール
#1418
A

クリヴィヌ、エマニュエル ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 指揮者はデーヴィッド・ジンマンから変更

2002/02/09 NHKホール
#1454
C

ヴァイグレ、セバスティアン ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2005/11/23 サントリーホール
#1555
B

コウト、イルジー ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2007/10/24 サントリーホール
#1603
B

マリナー、ネヴィル ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2009/07/17 NHKホール ジャッド、ジェームズ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 N響「夏」2009

2010/11/06 NHKホール プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 NHK音楽祭2010

2011/05/28 NHKホール
#1703
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2013/09/27 NHKホール
#1762
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2015/11/25 サントリーホール
#1822
B

マリナー、ネヴィル ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2017/04/21 NHKホール
#1859
C

ルイージ、ファビオ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2017/10/25 サントリーホール 1869B エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2019/05/17 NHKホール 1913C ヤルヴィ、ネーメ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1959/08/16 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98：第3、4楽章 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1984/04/25 NHKホール #930 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス
セレナード 第1番 ニ長調 作品
11

1992/12/16 NHKホール
#1189
B

ヤノフスキ、マレク ブラームス
セレナード 第1番 ニ長調 作品
11

1959/09/13 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ブラームス セレナード 第2番イ長調 作品16 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1964/12/20放送 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1965/04/08放送 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス 大学祝典序曲 作品80
録音日不明
第454回定期公演の可能性あり

1966/06/24 東京文化会館 #471 B ワルベルク、ハインツ ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1970/11/03 神奈川県立音楽堂 森正 ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1979/11/28 NHKホール 大町陽一郎 ブラームス 大学祝典序曲 作品80
NHK文化センター開設記念N響と第9を歌
うコンサート

1990/03/15 NHKホール
#1107
A

ムント、ウーヴェ ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

プレヴィン、アンドレ ブラームス 大学祝典序曲 作品80



1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ ブラームス 大学祝典序曲 作品80 N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

2001/05/12 NHKホール
#1433
C

ワルベルク、ハインツ ブラームス 大学祝典序曲 作品80

2013/09/11 サントリーホール
#1760
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1951/10/17 日比谷公会堂 #330 ウェス、クルト ブラームス ドイツ･レクイエム 作品45

三宅春恵(sop.)/中山悌一
(br.)/K.A.Y.合唱団(恵泉女学園合唱
団/青山学院合唱団/YMCAグリー・
クラブ)(chor.)

1979/02/21 NHKホール #773 B ライトナー、フェルディナント ブラームス ドイツ･レクイエム 作品45
曽我栄子(sop.)/芳野靖夫(br.)
/国立音楽大学(chor.)

1983/09/28 NHKホール #908 B ケーゲル、ヘルベルト ブラームス ドイツ･レクイエム 作品45

曽我栄子(sop.)/芳野靖夫(br.)
/三菱商事コーラス同好会(chor.)/松
原混声合唱団(chor.)/湘南市民コー
ル(chor.)
/早稲田大学コール・フリューゲル
(chor.)

合唱指揮：関屋晋

1997/11/13 NHKホール
#1335
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ドイツ･レクイエム 作品45
カウフマン、ジュリー(sop.)/ハンプソ
ン、トーマス(br.)/東京芸術大学
(chor.)

ブラームス没後100年

1964/04/21 東京文化会館 #446
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1965/02/25? 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
同年3月2日録音の可能性あり

1966/02/02 東京文化会館 #464 A カイルベルト、ヨーゼフ ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1974/03/06 NHKホール #625 A スウィトナー、オットマール ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1983/07/07 NHKホール #906 C ライトナー、フェルディナント ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1994/11/16 NHKホール
#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2002/01/17 NHKホール
#1452
A

ヤルヴィ、パーヴォ ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2003/11/27 NHKホール
#1501
A

ツァグロゼク、ローター ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

ノセダ、ジャナンドレア ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2011/01/20 サントリーホール
#1693
B

マリン、イオン ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2013/09/11 サントリーホール
#1760
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1994/03/21 よこすか芸術劇場 ワルベルク、ハインツ ブラームス ハンガリー舞曲：第1番
よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

1998/11/24
Bunkamura オー
チャードホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ハンガリー舞曲：第1番 オーチャード定期

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン ブラームス ハンガリー舞曲：第1番 NHK放送75周年事業

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル ブラームス ハンガリー舞曲：第1番 サンクトペテルブルク

1971/07/10 宮城県民会館 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番

1969/01/31? 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番 / 第5番 / 第6
番

1969年1月31日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ ブラームス ハンガリー舞曲：第4番 N響「夏」2007

2009/07/17 NHKホール ジャッド、ジェームズ ブラームス ハンガリー舞曲：第4番 N響「夏」2009

1972/07/22放送 松山市民会館 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ブラームス ハンガリー舞曲：第5番
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

1968/02/24 NHKホール(旧) 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第6番 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ ブラームス ハンガリー舞曲：第6番 N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

1965/05/19 宮城県民会館 ルンプフ、アレクサンダー ブラームス ハンガリー舞曲：第6番 / 第5番

1969/03/19 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 / 第6番

1993/09/27
ベルリン・フィ ル
ハーモニー・コン
サートホール

デュトワ、シャルル ブラームス ハンガリー舞曲：第1番

1959/10/18放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第2番
/ 第3番 / 第5番 / 第6番

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1975/06/13 NHKホール #664 C ワルベルク、ハインツ ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番

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

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番

2001/09/06 NHKホール
#1439
A

メルクル、準 ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番 / 第6番 / 第5番

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番

1970/10/03放送 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム ブラームス ハンガリー舞曲：第5番
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VIIブダペスト―東西の回廊

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 長野オリンピック

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 ほっとコンサート2019

1962/03/25放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 / 第6番 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」



1980/03/22 NHKホール 外山雄三 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 / 第6番
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1978/04/14 NHKホール #748 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ポリーニ、マウリツィオ(pf.)

2020/1/17 NHKホール 1931C エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 バルト、ツィモン(pf.)

1957/05/05放送 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 園田高弘(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1965/04/30 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 アラウ、クラウディオ(pf.) クラウディオ・アラウ／N響臨時演奏会

1969/02/05 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 リヒター・ハーザー・ハンス(pf.) ハンス・リヒター=ハーザーピアノ演奏会

1969/04/17 東京文化会館 #523 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 園田高弘(pf.)

1981/04/10 NHKホール #840 C
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 園田高弘(pf.)

1984/11/14 NHKホール #944 B ラハバリ、アレクサンダー ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 シュミット、アンネローゼ(pf.)

1987/10/14 NHKホール
#1032
B

カリーディス、ミルティアデス ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ルプー、ラドゥ(pf.)

1988/10/07,08 NHKホール
#1061
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ブレンデル、アルフレート(pf.)

1994/11/04 NHKホール
#1244
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ルプー、ラドゥ(pf.)

1996/03/07 NHKホール
#1287
A

ワルベルク、ハインツ ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

1998/03/27,28 NHKホール
#1346
C

デュトワ、シャルル ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

2002/07/26 NHKホール アルブレヒト、マルク ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 フォークト、ラルス(pf.)
N響「夏」2002～ロマンティシズムの光と影
～

2003/02/25 NHK大阪ホール ムント、ウーヴェ ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 清水和音(pf.)

2003/10/17 NHKホール
#1496
C

メルクル、準 ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ゼルキン、ピーター(pf.)

2005/07/02 NHKホール
#1545
A

ボレイコ、アンドレイ ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 フレイレ、ネルソン(pf.)

2006/10/14
Walt Disney
Concert Hall

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 グリモー、エレーヌ(pf.) ロサンゼルス

2007/05/11 NHKホール
#1594
C

フォスター、ローレンス ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

2007/10/05 NHKホール
#1602
C

外山雄三 ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 小山実稚恵(pf.)

1963/06/24 東京文化会館 #440 岩城宏之 ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 リヒター・ハーザー・ハンス(pf.)

1980/04/09 NHKホール #810 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

1981/05/06 東京文化会 館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ポリーニ、マウリツィオ(pf.)
「第4回東京音楽芸術祭」オープニング・コ
ンサート

1989/03/15 NHKホール
#1078
B

ドレヴァンツ、ハンス ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 アファナシエフ、ヴァレリ(pf.)

1993/03/24 NHKホール
#1198
B

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ウセー、セシル(pf.)

1994/11/10 NHKホール
#1245
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 シフ、アンドラーシュ(pf.)

1997/02/19 NHKホール
#1315
B

スタインバーグ、ピンカス ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 清水和音(pf.)
ソリストがオラシオ・グティエレスから清水
和音に変更

1999/10/23 NHKホール
#1390
C

コウト、イルジー ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 園田高弘(pf.)
指揮はHorstSteinが予定されていたが、病
気のため変更

2002/06/19 サントリーホール
#1464
B

デュトワ、シャルル ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 アックス、エマニュエル(pf.)

2004/06/16 サントリーホール
#1518
B

タルミ、ヨアフ ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ワッツ、アンドレ(pf.)

2005/12/02 NHKホール
#1556
C

コウト、イルジー ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ヘルムヒェン、マルティン(pf.)

2009/05/20 サントリーホール
#1648
B

尾高忠明 ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ゲルナー、ネルソン(pf.)

2013/01/16 サントリーホール
#1746
B

ジンマン、デーヴィッド ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 グリモー、エレーヌ(pf.)

1960/10/25 Salle Pleyel 岩城宏之 ブラームス 悲劇的序曲 作品81 パリ

1966/11/22 東京文化会館 #475 B 森正 ブラームス 悲劇的序曲 作品81

1972/05/20放送 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 悲劇的序曲 作品81
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年5月4,5日録音の可能性あり

1975/11/19 NHKホール #673 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ブラームス 悲劇的序曲 作品81

1981/02/06 NHKホール #832 C シュタイン、ホルスト ブラームス 悲劇的序曲 作品81

1982/06/25 NHKホール #876 C ワルベルク、ハインツ ブラームス 悲劇的序曲 作品81

1996/08/19 サントリーホール ムント、ウーヴェ ブラームス 悲劇的序曲 作品81 サントリーホール定期演奏会1996-4

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ ブラームス 悲劇的序曲 作品81 N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス ブラームス 悲劇的序曲 作品81

1963/12/11 杉並公会堂 ロイブナー、ウィルヘルム ブラームス ワルツ「愛の歌」 作品52 ニューイヤーコンサート

1958/03/09放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ブラームス
ワルツ「愛の歌」 作品52：第1番、第2番、第4番、
第6番、第5番、第11番、第8番、第9番

東京放送合唱団(chor.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1954/08/11 不詳 ウェス、クルト ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 ＮＨＫラジオ「クルト・ウェス告別放送」

1959/09/13 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1962/03/19放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

2017/10/20 NHKホール 1868C エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73



1962/03/24放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1988/02/24 NHKホール
#1045
B

ワルベルク、ハインツ ブラームス(シェーンベルク) ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25

1998/04/29 NHKホール
#1351
B

メルクル、準 ブラームス(シェーンベルク) ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25 世界の若手指揮者たち

2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス ブラームス(シェーンベルク) ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25

2011/01/20 サントリーホール
#1693
B

マリン、イオン ブラームス(シェーンベルク) ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25

2020/1/17 NHKホール 1931C エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス(シェーンベルク) ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25

2011/01/20 サントリーホール
#1693
B

マリン、イオン ブラームス(ドヴォルザーク)
ハンガリー舞曲：第17番 / 第18番 / 第19番 /
第20番 / 第21番

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス(ドヴォルザーク) ハンガリー舞曲：第21番
ドヴォルザークの管弦楽編曲にI.フィッ
シャーが手を入れたヴァージョンが演奏さ
れた

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス(フィッシャー) ハンガリー舞曲：第11番 / 第4番

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ブラームス(フィッシャー) ハンガリー舞曲：第4番、第5番
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～

1990/09/12 NHKホール
#1119
B

外山雄三 ブラームス(ベリオ、L.) ヴィオラ協奏曲 作品120 第1番 バシュメット、ユーリ(vla.)
クラリネット・ソナタ作品120：第1番
（のちブラームス自身がヴィオラ用に編曲）
の編曲

1983/04/25 NHKホール #900 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラッハー パガニーニの主題による変奏曲 作品26

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク ブラッハー パガニーニの主題による変奏曲 作品26 ドノホー、ピーター(pf.)

1963/01/18 東京文化会館 #435 フルネ、ジャン フランク 交響曲 ニ短調

1965/01/22 東京文化会館 デルヴォー、ピエール フランク 交響曲 ニ短調

1967/05/27 東京文化会館 #487 B フレッチャ、マッシモ フランク 交響曲 ニ短調

1975/06/18 NHKホール #665 A ワルベルク、ハインツ フランク 交響曲 ニ短調

1981/04/23 NHKホール #841 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

フランク 交響曲 ニ短調

1984/02/24 NHKホール #924 C シュタイン、ホルスト フランク 交響曲 ニ短調

1986/01/22 NHKホール #980 B スタインバーグ、ピンカス フランク 交響曲 ニ短調

1992/12/10 NHKホール
#1188
A

ヤノフスキ、マレク フランク 交響曲 ニ短調

1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

フランク 交響曲 ニ短調

1998/06/18 NHKホール
#1356
A

ワルベルク、ハインツ フランク 交響曲 ニ短調

2002/12/18 サントリーホール
#1477
B

デュトワ、シャルル フランク 交響曲 ニ短調

2006/06/14 サントリーホール
#1573
B

メルクル、準 フランク 交響曲 ニ短調
IngridHaebler(pf.)が予定されていたが急病
のため来日が不可能になった

2009/02/18 サントリーホール
#1642
B

下野竜也 フランク 交響曲 ニ短調

2014/05/10 NHKホール
#1781
A

デスピノーサ、ガエタノ フランク 交響曲 ニ短調

2019/05/22 サントリーホール 1914B ヤルヴィ、ネーメ フランク 交響曲 ニ短調

2008/12/12 NHKホール
#1635
C

デュトワ、シャルル フランク 交響詩「アイオリスの人々」

2005/07/02 NHKホール
#1545
A

ボレイコ、アンドレイ フランク 交響詩「呪われた狩人」

1966/12/13 東京文化会館 #477 B ルッチ、ニコラ フランク 交響的変奏曲 三浦みどり(pf.)

1984/04/13 NHKホール #928 C フォスター、ローレンス フランク 交響的変奏曲 田崎悦子(pf.)

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 フランク(南安雄) 天使のパン 佐藤しのぶ(sop.) ソニックシティ・クリスマスコンサート

2010/06/11 サントリーホール
#1677
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

フランセ クラリネット協奏曲 アシュケナージ、ディミトリ(cl.)

1973/06/23 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブリクシ オルガン協奏曲 第1番 ヘ長調 ラインベルガー、イルジー(org.)
新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ ブリテン イギリス民謡集 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
～

1995/04/13 NHKホール
#1259
A

フォスター、ローレンス ブリテン イリュミナシオン 作品18 ヘンドリックス、バーバラ(sop.)

2004/11/13 NHKホール
#1526
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブリテン ヴァイオリン協奏曲 作品15
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 4つの海の間
奏曲 作品33a

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

2016/12/16 NHKホール #1851C デュトワ、シャルル ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 4つの海の間
奏曲 作品33a

1967/06/03 東京文化会館 #488 A 岩城宏之 ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 海の間奏曲 作
品33a

1988/11/16 NHKホール
#1066
B

アサートン、デーヴィッド ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 海の間奏曲 作
品33a

1992/12/10 NHKホール
#1188
A

ヤノフスキ、マレク ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 海の間奏曲 作
品33a

2019/01/16 サントリーホール 1904B ソヒエフ、トゥガン ブリテン シンプル・シンフォニー 作品4

1979/05/25 NHKホール #781 A マリナー、ネヴィル ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34

1989/05/05 NHKホール
#1082
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34

1989/07/31 NHKホール 山本直純 ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34 N響「夏」'89



1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

2012/08/05 NHKホール 山下一史 ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34 (語りつき) 渡邊佐和子(narr.)
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)

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34 (語りつき) 加藤綾子(narr.) ほっとコンサート2018

1979/05/07 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブリテン 戦争レクイエム 作品66

フィッシャー・ディースカウ、 ディート
リヒ(br.) / ヴァラディ、ユ リア(sop.) /
シュライアー、ペー ター(ten.) / 日本
プロ合唱団連 合(chor.) / 東京荒川
少年少女 合唱隊(children's  chor.)

第2回東京音楽祭オープニング・コ ンサー
ト
合唱指揮：田中信明(日本プロ合唱団連
合) / 渡辺顕麿(東京荒川少年少女合唱
隊)

2010/12/10 NHKホール
#1689
C

デュトワ、シャルル ブリテン 戦争レクイエム 作品66

パヴロフスカヤ、タチャーナ(sop.)/エ
ンズリー、ジョン・マーク(ten.)/グロホ
ウスキ、ゲルト(br.)/東京混声合唱団
(chor.)/NHK東京児童合唱団
(children'schor.)

合唱指揮：松井慶太(東京混声合唱団)/加
藤洋朗(NHK東京児童合唱団)

2001/06/07 NHKホール
#1436
A

デュトワ、シャルル ブリテン 鎮魂交響曲 作品20

2010/05/26 サントリーホール
#1675
B

下野竜也 ブリテン 鎮魂交響曲 作品20

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 ブリテン ディヴァージョンズ 作品21 (抜粋) 舘野泉(pf.)
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

1999/05/13 NHKホール
#1379
A

プレヴィン、アンドレ ブリテン 春の交響曲 作品44

グリーナヴァルト、シェリー(sop.)/ア
レキサンダー、ロバータ(mez.sop.)/
グリフィー、アンソニー(ten.)/東京少
年少女合唱隊(boyschor.)/東京芸術
大学(chor.)

合唱指導：長谷川冴子(東京少年少女合
唱隊)/田中信昭(東京芸術大学)

1985/03/08 NHKホール #956 C 外山雄三 ブリテン マチネ・ミュジカル作品24

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 ブリテン マチネ・ミュジカル作品24：「行進曲」
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

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ブリテン 夜想曲 作品60 ギルクリスト、ジェームズ(ten.)
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2019/06/14 NHKホール 1916C ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調

2020/2/15 NHKホール 1935A ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調

2018/10/13 NHKホール 1894A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調

1982/11/10 NHKホール #883 A ベルゲル、エーリッヒ ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ノヴァーク版)

1985/05/08 NHKホール #961 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ノヴァーク版)

2018/05/18 NHKホール 1886C ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ノヴァーク版)

1968/01/31 東京文化会館 #498 A ディクソン、ディーン ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ハース版)

2016/09/24 NHKホール
#1842
A

ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調

1980/11/27 NHKホール #825 B スウィトナー、オットマール ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調 (ノヴァーク版)

1997/01/13 サントリーホール 若杉弘 ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調 (ノヴァーク版)

サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス2つの世紀のカトリッ
ク――ブルックナー没後100年記念プログ
ラムには第2稿ノヴァーク版と記載

1998/10/03 NHKホール #1361
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (1873年稿ノヴァーク版)

2006/02/08 サントリーホール
#1561
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (1873年稿ノヴァーク版)

1974/12/17 NHKホール #648 B スウィトナー、オットマール ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (1878年稿)
『フィルハーモニー』には第2版
=1878年版(Bärenreiter)と記載されている

1991/12/12 NHKホール
#1158
A

ムント、ウーヴェ ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (1889年版)

1987/05/06 NHKホール
#1024
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1996/02/26 サントリーホール 若杉弘 ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (ノヴァーク版)
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルスプログラムには、第3
稿[ノヴァーク版]と記載

1971/12/06 東京文化会館 #568 A スウィトナー、オットマール ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

1975/04/30 NHKホール #659 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

1988/02/12,13 NHKホール
#1043
C

ワルベルク、ハインツ ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

2015/04/22 サントリーホール
#1807
B

ザンデルリング，ミヒャエル ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

2008/01/12 NHKホール
#1611
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」
(1878/80年稿ノヴァーク 版)

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/11/05 サントリーホール
#1631
B

コウト、イルジー ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」
(1878/80年稿ノヴァーク 版)

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2002/04/10 サントリーホール
#1458
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」
(1878/80年版)

1979/02/23 NHKホール #774 C ライトナー、フェルディナント ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ノ
ヴァーク版)

1985/12/11 NHKホール #977 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ノ
ヴァーク版)



1986/06/27 NHKホール #996 C 若杉弘 ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ノ
ヴァーク版)

2014/10/02 NHKホール ジ-クハルト、マルティン ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ノ
ヴァーク版)

ＮＨＫ音楽祭2014

1968/05/21 東京文化会館 #505 B カイルベルト、ヨーゼフ ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

1982/04/14 NHKホール #870 B ヴァント、ギュンター ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

1993/04/10 NHKホール
#1199
C

ドレヴァンツ、ハンス ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

1994/09/14 NHKホール
#1240
B

スタインバーグ、ピンカス ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

2000/11/03 NHKホール
#1417
C

朝比奈隆 ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

1973/06/08 東京文化会館 #607 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調

1987/12/10 NHKホール
#1038
A

クロブチャール、ベリスラフ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

1996/05/11 NHKホール
#1292
C

インバル、エリアフ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス

2004/05/07 NHKホール
#1514
C

サラステ、ユッカ･ペッカ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2010/04/21 サントリーホール
#1672
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2014/04/12 NHKホール
#1778
A

ヤノフスキ、マレク ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2016/02/06 NHKホール
#1829
A

ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

1967/11/22 東京文化会館 #493 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ハース版)

1979/11/14 NHKホール #794 A ヴァント、ギュンター ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ハース版)

1990/04/12 NHKホール
#1110
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ハース版)

1975/09/10 NHKホール #668 A 岩城宏之 ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調

2005/11/18 NHKホール
#1554
C

バーメルト、マティアス ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した

1988/05/12 NHKホール
#1053
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調 (ノヴァーク版)

1992/05/14 NHKホール
#1173
A

フムーラ、ガブリエル ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調 (ノヴァーク版)

1980/02/13 NHKホール #802 A シュタイン、ホルスト ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調 (ハース版)

1969/05/09 東京厚生年金会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調

1971/05/03 東京厚生年金会館 #560 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調

1999/01/21 NHKホール
#1370
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

1976/01/21 NHKホール #681 B クレー、ベルンハルト ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1977/11/18 NHKホール #735 B
ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1984/01/18 NHKホール #920 B スウィトナー、オットマール ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1986/10/08 NHKホール
#1001
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1991/10/03 NHKホール
#1152
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1993/03/11 NHKホール
#1197
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1995/02/11 NHKホール
#1253
C

シュタイン、ホルスト ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1996/01/29 サントリーホール 若杉弘 ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルスプログラムには、「ノ
ヴァーク・第2版L.Nowaked.2ndver.」と記載.

2008/02/09 NHKホール
#1613
A

チョン、ミョンフン ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

2011/09/21 サントリーホール
#1708
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1968/05/01 東京文化会館 #502 A カイルベルト、ヨーゼフ ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ハース版)

2010/05/14 NHKホール
#1674
C

尾高忠明 ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ハース版)

1972/04/25 東京文化会館 #577 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調

1996/03/31 サントリーホール 若杉弘 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (1890年稿ノヴァーク版)
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス

2002/10/05 NHKホール
#1469
C

タルミ、ヨアフ ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (1890年稿ノヴァーク版)

2006/05/12 NHKホール
#1569
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (1890年稿ノヴァーク版)

1980/03/28 NHKホール #808 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ノヴァーク版)

1984/03/07 NHKホール #925 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ノヴァーク版)

2012/11/16 NHKホール
#1740
C

デ・ワールト、エド ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ノヴァーク版)

1975/11/26 NHKホール #674 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)



1983/12/15 NHKホール #918 B ヴァント、ギュンター ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1986/12/17 NHKホール
#1009
B

スウィトナー、オットマール ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1990/03/28 NHKホール
#1108
B

ムント、ウーヴェ ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1994/03/10 NHKホール
#1227
A

ワルベルク、ハインツ ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1997/03/06 NHKホール
#1317
A

朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

2007/06/02 NHKホール
#1595
A

尾高忠明 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1968/09/06 東京文化会館 #508 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調

2002/04/04 NHKホール
#1457
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調

1981/02/18 NHKホール #834 B シュタイン、ホルスト ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1986/05/14 NHKホール #993 B ライトナー、フェルディナント ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1989/12/01 NHKホール
#1097
C

若杉弘 ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

2014/01/15 サントリーホール
#1773
B

ルイージ、ファビオ ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1996/03/13 NHKホール
#1288
B

ワルベルク、ハインツ ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ハース版) ブルックナー没後100年

2000/05/25 NHKホール
#1408
A

朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ハース版)

1973/06/08 東京文化会館 #607 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 序曲 ト短調

1968/09/06 東京文化会館 #508 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ブルックナー テ・デウム
片野坂栄子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/
五十嵐喜芳(ten.)/高橋修一(bs.)/国
立音楽大学(chor.)

全集版を使用

1981/02/18 NHKホール #834 B シュタイン、ホルスト ブルックナー テ・デウム

常森寿子(sop.)/荒道子(alt.)/小林一
男(ten.)/佐藤征一郎(br.)/湘南市民
コール(chor.)/松原混声合唱団
(chor.)

合唱指揮：関屋晋

1990/03/09 NHKホール
#1106
C

ムント、ウーヴェ ブルックナー テ・デウム
佐藤しのぶ(sop.)/永井和子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)

1992/04/22 NHKホール
#1171
B

シュタイン、ホルスト ブルックナー ミサ曲 第3番 ヘ短調
三縄みどり(sop.)/永井和子(alt.)/鈴
木寛一(ten.)/高橋啓三(bs.)/二期会
(chor.)

2001/04/12 NHKホール
#1430
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー ミサ曲 第3番 ヘ短調

菅英三子(sop.)/加納悦子(alt.)
/シュトラーカー、ペーター(ten.)
/スネル、マーティン(bs.)/二期会合
唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋史

2002/04/19 NHKホール
#1459
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー(スクロヴァチェ
フスキ、スタニスラフ)

弦楽のためのアダージョ 弦楽五重奏曲第3楽章の編曲

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ホープ、ダニエル(vln.) 第1回 水曜 夜のクラシック

1967/07/08 不詳 岩城宏之 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 海野義雄(vln.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/11/28
Sydney Opera
Haus Concert Hall

岩城宏之 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 田中千香士(vln.) シドニー

1981/02/12 NHKホール #833 A シュタイン、ホルスト ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 前橋汀子(vln.)

1984/04/29 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ムター、アンネ・ゾフィー(vln.) 日独交歓

1985/01/06 NHKホール 尾高忠明 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 漆原朝子(vln.) 第11回若い芽のコンサート

1988/06/09 NHKホール
#1056
A

スラットキン、レナード ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 藤川真弓(vln.)

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 小林美恵(vln.) 第16回若い芽のコンサート

1991/11/20 NHKホール
#1156
B

尾高忠明 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 諏訪内晶子(vln.)

1993/01/28 NHKホール
#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 加藤知子(vln.)

1994/03/21 よこすか芸術劇場 ワルベルク、ハインツ ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ジュイエ、シャンタル(vln.)
よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

デュトワ、シャルル ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ズーカーマン、ピンカス(vln.)

2000/09/20 サントリーホール
#1412
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 樫本大進(vln.)

2003/12/05 NHKホール
#1502
C

ザンデルリング、シュテファ
ン

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ウーギ、ウート(vln.)

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 チャン、サラ(vln.) NHK音楽祭

2012/11/21 サントリーホール
#1741
B

デ・ワールト、エド ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ヤンセン、ジャニーヌ(vln.)
ゲスト・コンサートマスター：ダンカン・リデ
ルDuncanRidell

1998/06/18 NHKホール
#1356
A

ワルベルク、ハインツ ブルッフ コル・ニドライ作品47 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン ブルッフ コル・ニドライ作品47 ワン、ジャン(vlc.) NHK放送75周年事業

1985/01/25 NHKホール #951 C コシュラー、ズデニェク ブルッフ スコットランド幻想曲 作品46 徳永二男(vln.)

1998/06/13 NHKホール
#1355
C

ワルベルク、ハインツ ブルッフ スコットランド幻想曲 作品46 シャハム、ギル(vln.)

2001/01/17 サントリーホール
#1425
B

メルクル、準 ブルッフ スコットランド幻想曲 作品46 竹澤恭子(vln.)

1999/05/19 サントリーホール
#1380
B

プレヴィン、アンドレ プレヴィン ヴォカリーズ ブラックウェル、ハロリン(sop.)

2009/10/23 NHKホール
#1656
C

プレヴィン、アンドレ プレヴィン オウルズ (2008) 日本初演

1999/05/19 サントリーホール
#1380
B

プレヴィン、アンドレ プレヴィン ハニー・アンド・ルー
プレヴィン、アンドレ(pf.)/大坂昌彦
(drums)/佐瀬正(bass)

詩：トニ・モリスン



1982/12/15 NHKホール #887 B スウィトナー、オットマール ブレデマイアー Bのためのバガテル

1958/04/05 不詳
ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

ブレンダ、ハストン 愉快なファランドール ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ フレンニコフ
シェークスピア「から騒ぎ」のための音楽 作品7：
よっぱらいのうた

ギャウロフ、ニコライ(br.) ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

2008/06/14 NHKホール
#1622
A

ザネッティ、マッシモ プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter / 第3番 作品101：「モンタ
ギュー家とキャピュレット家 / あ る場面 / 朝の
踊り/ マドリガル/ 少女ジュリエット/ 仮面 / ロメ
オとジュリエット/ タイボルトの死 / ロメオとジュ
リエットの別れ / 西 インドのどれい娘の踊り/
ジュリ エットの墓の前のロメオ /ジュリ エットの
死

2003/07/03 NHKホール
#1492
A

バーメルト、マティアス プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter / 第3番 作品101：モンタ
ギュー家とキャピュレット家 / 朝 のセレナード /
少女ジュリエット
/ 情景 / 朝の踊り/ 仮面 / 踊り/ タイボルトの
死 / ロメオとジュリ エットの別れ /ジュリエットの
墓 の前のロメオ /ジュリエットの死

バーメルトによる抜粋(組曲第1番/第2番/
第3番から)プログラムの曲目解説によると
「バーメルトによる今日の演奏は、この組
曲版から自由に抜粋したものである」

1998/03/18 サントリーホール デュトワ、シャルル プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：モンタギュー家とキャピュ
レット家 / 少女ジュリエット/ マド リガル/ メヌ
エット/ 仮面 / ロメオとジュリエット/ タイボルト
の死 /ジュリエットの墓の前のロメオ

サントリーホール定期演奏会

2013/02/09 NHKホール
#1748
A

ウルフ、ヒュー プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：モンタギュー家とキャピュ
レット家 / 少女ジュリエット/ メヌエット/ 仮面 /
ロメオとジュリエット/ タイボルトの死 / 修道士ロ
レンス /ジュリエットの墓の前のロ メオ

『フィルハーモニー』曲目解説によると、
「本公演では、組曲そのままではなく、そ
のうちの8曲を選び、ほぼ物語に沿った順
序で演奏する」

1984/04/13 NHKホール #928 C フォスター、ローレンス プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：モンタギュー家とキャピュ
レット家 / 少女ジュリエット/ ロメオとジュリエット
/ 踊り/ タイボルトの死 /ジュリエットの墓の前
のロメオ

1976/05/28 NHKホール #694 A 外山雄三 プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：モンタギュー家とキャピュ
レット家 / 少女ジュリエット/ 仮 面 / ロメオと
ジュリエット/ タイボルトの死 /ジュリエットの墓
の前 のロメオ

1976/06/04 NHKホール #696 C 外山雄三 プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：モンタギュー家とキャピュ
レット家 / 少女ジュリエット/ 仮 面 / ロメオと
ジュリエット/ タイボルトの死 /ジュリエットの墓
の前 のロメオ

1996/02/14 NHKホール
#1285
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第2番 作品64ter：モ
ンタギュー家と キャピュレット家 / 少女ジュリ
エット/ 踊り/ ロメオとジュリエットの別れ /ジュリ
エットの墓の前 のロメオ

2020/2/5 サントリーホール 1934B ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 モレノ、レティシア（vln.）

1962/06/12 杉並公会堂 小澤征爾 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 江藤俊哉(vln.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1983/02/11 NHKホール #893 C 岩城宏之 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 塩川悠子(vln.)

1983/05/26
Gewandhaus zu
Leipzig

岩城宏之 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 塩川悠子(vln.) ライプツィヒ

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 マイヤース、アン・アキコ(vln.)

2003/11/07 NHKホール
#1499
C

広上淳一 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 ベルキン、ボリス(vln.)

2005/05/25 サントリーホール
#1541
B

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 ハーン、ヒラリー(vln.)

2007/04/07 NHKホール
#1592
A

バーメルト、マティアス プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 庄司紗矢香(vln.)

2012/02/11 NHKホール
#1721
A

ド・ビリー、ベルトラン プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 ファウスト、イザベル(vln.)

2016/12/16 NHKホール #1851C デュトワ、シャルル プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 レーピン、ヴァディム(vln.)

1978/02/09 NHKホール #742 A ワラット、ハンス プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 鈴木秀太郎(vln.)

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 リン、チョーリャン(vln.)

1989/01/07 NHKホール 外山雄三 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 清水大貴(vln.)
第15回若い芽のコンサート
公演中止・録画のみ(昭和天皇崩御のた
め)

1993/06/17 NHKホール
#1206
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 クーレン、イザベル・ファン(vln.)

1996/02/03 NHKホール
#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 渡辺玲子(vln.)

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 ジョセフォヴィッツ、リーラ(vln.)

2002/02/14 NHKホール
#1455
A

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 諏訪内晶子(vln.)

2002/03/08 香港文化センター デュトワ、シャルル プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 竹澤京子(vln.)

2011/06/08 サントリーホール
#1705
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 神尾真由子(vln.)



2014/06/07 NHKホール
#1784
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63
コパチンスカヤ、パトリツィア
(vln.)

2015/01/16 NHKホール
#1800
B

ノセダ、ジャナンドレア プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 エーネス、ジェームズ(vln.)

1985/01/25 NHKホール #951 C コシュラー、ズデニェク プロコフィエフ
歌劇「3つのオレンジへの恋」：行進曲 / スケル
ツォ

1991/05/16 NHKホール
#1143
A

岩城宏之 プロコフィエフ カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」 作品78
オブラスツォワ、エレナ(mez.sop.)/日
本プロ合唱団連合(chor.)

合唱指導：大谷研二

2007/01/12 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」 作品78
チスチャコヴァ、イリーナ(mez.sop.)/
東京混声合唱団(chor.)

2007/01/13 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」 作品78
チスチャコヴァ、イリーナ(mez.sop.)/
東京混声合唱団(chor.)

2011/06/03 NHKホール
#1704
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

プロコフィエフ 組曲「3つのオレンジへの恋」 作品33bis

2016/11/30 サントリーホール #1850B デュトワ、シャルル プロコフィエフ 組曲「3つのオレンジへの恋」 作品33bis

1968/01/16 東京文化会館 #496 A ディクソン、ディーン プロコフィエフ 組曲「キージェ中尉」 作品60

1970/11/16 東京厚生年金会館 #549 B エッサー、ヘリベルト プロコフィエフ 組曲「キージェ中尉」 作品60

1980/01/25 NHKホール #800 C コンドラシン、キリル プロコフィエフ 組曲「キージェ中尉」 作品60

2017/11/22 サントリーホール 1872B ソヒエフ、トゥガン プロコフィエフ 組曲「キージェ中尉」 作品60

2000/06/14 サントリーホール
#1410
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第3番 ハ短調 作品44

1963/05/11 東京文化会館 マルティノン、ジャン プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100 マルティノン特別演奏会

1966/04/04,05 東京文化会館 #469 B 岩城宏之 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1978/10/04 NHKホール #759 B 外山雄三 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1980/01/30 NHKホール #801 B コンドラシン、キリル プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1985/04/17 NHKホール #958 A クロブチャール、ベリスラフ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1987/03/12 NHKホール
#1017
A

岩城宏之 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1989/02/09 NHKホール
#1074
A

シュタイン、ホルスト プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1994/04/20 NHKホール
#1231
B

ジェルメッティ、ジャンルイジ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1995/12/02 NHKホール
#1277
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1999/04/14 サントリーホール
#1378
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100 アメリカ公演プログラム

2002/01/12 NHKホール
#1451
C

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2003/09/10 サントリーホール
#1494
B

岩村力 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2005/07/08 NHKホール
#1546
C

ボレイコ、アンドレイ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2010/11/13 NHKホール
#1685
A

プレヴィン、アンドレ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

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 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2013/11/15 NHKホール
#1767
C

ソヒエフ、トゥガン プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1996/07/19 サントリーホール ゲルギエフ、ワレリー プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111 サントリーホール定期演奏会1996-3

1997/04/25 Salle Pleyel デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111 パリ

1997/04/30 Konzerthaus デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111 ウィーン

1997/06/07 NHKホール
#1325
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111 1997年4月ヨーロッパ公演プログラム

2016/05/25 サントリーホール
#1837
Ｂ

ヤルヴィ，ネーメ プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111

2019/02/15 NHKホール 1907C ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111

1965/08/14 東京文化会館 ダノン、オスカー プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131 N響スラブ音楽の夕べ

1985/01/25 NHKホール #951 C コシュラー、ズデニェク プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131

2010/01/20 サントリーホール
#1666
B

広上淳一 プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131

2017/11/22 サントリーホール 1872B ソヒエフ、トゥガン プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131

1966/03/01 東京文化会館 #467 B 外山雄三 プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

1978/05/25 NHKホール #752 B 井上道義 プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

1987/07/24 倉敷市民会館 外山雄三 プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25
NHK岡山放送局テレビ放送開始30周年記
念
倉敷市新市発足20周年記念

1993/07/09 サントリーホール アンドレー、マーク プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25 サントリーホール定期演奏会1993=IV

1997/04/10 NHKホール
#1320
A

十束尚宏 プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

2001/02/21 サントリーホール
#1429
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

2007/01/12 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

2007/01/13 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25



1990/09/12 NHKホール
#1119
B

外山雄三 プロコフィエフ スキタイ組曲「アラとロリー」 作品20

2017/11/22 サントリーホール 1872B ソヒエフ、トゥガン プロコフィエフ スキタイ組曲「アラとロリー」 作品20

1991/09/12 NHKホール
#1149
A

フルネ、ジャン プロコフィエフ
チェロと管弦楽のための交響的協奏曲 ホ短調
作品125

ゲリンカス、ダーヴィド(vlc.)

2009/04/15 サントリーホール
#1645
B

デ・ワールト、エド プロコフィエフ
チェロと管弦楽のための交響的協奏曲 ホ短調
作品125

モルク、トルルス(vlc.)

1991/04/12 NHKホール
#1139
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 作品64：モンタ
ギュー家と キャピュレット家 / 少女ジュリ エット
/ マドリガル/ メヌエット/
仮面 / ロメオとジュリエット/ タイボルトの死 /
ジュリエットの墓の前のロメオ

『フィルハーモニー』の楽曲解説によると、
バレエ音楽から組曲風に並べ替えたもの
である

2018/11/09 NHKホール 1897C ノセダ、ジャナンドレア プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」から

1995/01/12 NHKホール
#1250
A

北原幸男 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第1番 変ニ長調 作品10 クライネフ、ウラディーミル(pf.)

2001/06/23 NHKホール
#1438
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第1番 変ニ長調 作品10 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

1980/12/12 NHKホール #827 B ワイケルト、ラルフ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 中村紘子(pf.)

1985/09/27 NHKホール #969 C ヤノフスキ、マレク プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 野島稔(pf.)

1989/09/13 NHKホール
#1090
B

尾高忠明 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16
フェルツマン、ウラディーミル
(pf.)

1999/02/17 サントリーホール
#1374
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 ペトロフ、ニコライ(pf.)

2007/01/12 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 ワン、ユジャ(pf.)

2007/01/13 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 ワン、ユジャ(pf.)

2011/06/03 NHKホール
#1704
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16
ガヴリリュク、アレクサンダー
(pf.)

2016/09/30 NHKホール
#1843
C

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 マツーエフ、デニス(pf.)

1974/04/17 NHKホール #628 A
ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ポリーニ、マウリツィオ(pf.)

1984/10/05 NHKホール #940 C スラットキン、レナード プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 カリクシュタイン、ヨーゼフ(pf.)

1987/03/12 NHKホール
#1017
A

岩城宏之 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ダン、タイ・ソン(pf.)

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

ヤノフスキ、マレク プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ダグラス、バリー(pf.)

1991/04/24 NHKホール
#1141
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

1997/04/16 NHKホール
#1321
B

大友直人 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1999/06/16 サントリーホール
#1383
B

上岡敏之 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ベロフ、ミシェル(pf.)

海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ
PeterJablonski(pf.)が急病のためピアニス
ト変更

2005/06/11 NHKホール
#1543
A

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 トラーゼ、アレクサンドル(pf.)

2006/05/17 サントリーホール
#1570
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

2009/01/21 サントリーホール
#1639
B

キタエンコ、ドミートリ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 上原彩子(pf.)

2009/11/30 NHKホール ゲルギエフ、ワレリー プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 トラーゼ、アレクサンドル(pf.) NHK音楽祭2009

2011/12/14 サントリーホール
#1717
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ルガンスキー、ニコライ(pf.)

2015/01/10 NHKホール
#1799
A

ノセダ、ジャナンドレア プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
ガヴリリュク、アレクサンダー
(pf.)

1988/05/06 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第5番 ト長調 作品55 野島稔(pf.)

1988/05/07 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第5番 ト長調 作品55 野島稔(pf.)

2014/08/03 NHKホール 山下一史 プロコフィエフ ピーターと狼
小林麻耶（朗読）/飯面雅子（サンド
アート）

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

1985/10/10 NHKホール ペリック、クリストフ プロコフィエフ ピーターとおおかみ 作品67 津川雅彦(narr.) NHKクラシック・ステージ

1967/01/07放送 東京文化会館 岩城宏之 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

2017/11/17 NHKホール 1871C ソヒエフ、トゥガン
プロコフィエフ（スタセヴィチ
編）

オラトリオ｢イワン雷帝」 作品116

シーロヴァ、スヴェトラーナ(ms.)/
キマチ、アンドレイ(br.)/片岡愛之助
(語り)/東京混声合唱団、東京少年
少女合唱隊(chor.)

2019/11/30 NHKホール 1927C 鈴木優人 ブロッホ ヘブライ狂詩曲「ソロモン」 アルトシュテット、二コラ(vlc.)

1981/10/31 NHKホール 森正 ブロッホ ヘブライ狂詩曲「ソロモン」 藤原真理(vlc.) 音楽コンクール50周年記念演奏会

1984/09/19 NHKホール #938 B
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ブロデク フルート協奏曲 ニ長調 小出信也(fl.)

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ フロトー 歌劇「マルタ」：夏のなごりのばら 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
～

1967/06/10 東京文化会館 #489 B 岩城宏之 ブロムダール バレエ組曲「シジフォス」



1949/12/24 日比谷公会堂 山田和男 フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」

柴田睦陸(ペーター)/大熊文子
(ゲルトムート)/松内和子(ヘンゼル)/
柴田喜代子(グレーテル)/三枝喜美
子(魔女)/坂本芳子(眠りの精)/笠井
秋江(暁
の精)/東京放送合唱団(chor.)

歌劇ヘンゼルとグレーテル―グリムのお
伽話による―青少年シンフォニーコンサー
ト
演出：青山杉作
美術：三林亮太郎
衣裳：吉村倭一
照明：橋本義雄
振付：谷桃子
舞踊：谷桃子バレエ団
舞台監督：田中好道

1982/06/16 NHKホール #874 A ワルベルク、ハインツ フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲

1987/12/04,05 NHKホール
#1037
C

クロブチャール、ベリスラフ フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲 ソニックシティ・クリスマスコンサート

1990/11/30 NHKホール
#1127
C

ワルベルク、ハインツ フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲 N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

2007/12/12 サントリーホール
#1609
B

下野竜也 フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲
ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

2007/12/12 サントリーホール
#1612
B

下野竜也 フンパーディンク
歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 夕べの祈り「眠り
の国に十四人 の天使が」 / 夢のパントマイム

ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

1958/05/04放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」

松内和子(ヘンゼル)/柴田喜代子
(グレーテル)/秋元雅一朗(父)/大熊
文子(母)/三枝喜美子(魔女)/平林深
汐(眠りの精)/滝沢三重子(暁の精)/
東京放送合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

岩城宏之 フンメル トランペット協奏曲 ホ長調
ハーデンベルガー、ホーカン
(trp.)

1979/06/20 NHKホール #784 A ワルベルク、ハインツ フンメル トランペット協奏曲 変ホ長調 津堅直弘(trp.)

1981/02/06 NHKホール #832 C シュタイン、ホルスト フンメル トランペット協奏曲 変ホ長調
ラインハート、ギャロル・ドーン
(trp.)

1991/01/28 サントリーホール 尾高忠明 フンメル ピアノ協奏曲 イ短調 作品85 迫昭嘉(pf.)
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
～フランツ・クサヴァー・モーツァルト

1969/05/27 東京文化会館 #527 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 「エグモント」 作品84
砂原美智子(クレールヘン)/川久保
潔(narr.)

台本：鈴木松子

1962/06/07 東京厚生年金会館 クルツ、エフレム ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/04/15 東京文化会館 #438 マルティノン、ジャン ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1966/01/24-2 東京文化会館 カイルベルト、ヨーゼフ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲
録音日は1966年1月24日となっているが、
1965年12月25～27日の可能性あり

1966/06/13? 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1967/10/17 東京文化会館 #491 B 朝比奈隆 ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1970/04/15,16 東京文化会館 #538 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1972/01/29
北海道厚生年金会
館

岩城宏之 ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲 札幌オリンピック冬季大会芸術行事

1973/12/19 NHKホール マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1975/04/19 NHKホール 尾高忠明 ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲
第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/08/13 NHKホール 岩城宏之 ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲
第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/06/27 NHKホール #815 C ペリック、クリストフ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1982/02/05 NHKホール #862 A アルブレヒト、ゲルト ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1990/12/22 NHKホール ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1994/10/20 NHKホール
#1242
A

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1996/10/05 NHKホール
#1301
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲 長野オリンピック

2004/04/21 サントリーホール
#1513
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲 オール・ベートーヴェン・プログラム

2009/01/21 サントリーホール
#1639
B

キタエンコ、ドミートリ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2018/01/27 NHKホール 1878A ウンジャン、ピーター ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1970/04/04 東京文化会館? 森正 ベートーヴェン 11のウィーン舞曲 WoO.17
録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月4日の録音

1970/04/04 東京文化会館? 森正 ベートーヴェン 12のコントルダンス WoO.14
録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月4日の録音

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター ベートーヴェン
12のコントルダンス WoO.14：第1番 /第2番 / 第
3番 / 第11番 / 第12番

N響「夏」'95
～踊るウィーンの調べ～
ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担当
(弾き振り)

1969/01/27? 新潟県民会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 12のメヌエット WoO.7：第2番 / 第4番 / 第5番
1969年1月27日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1967/11/25 新潟県民会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン
12のメヌエットWoO.7：第1番 / 第2番 / 第4番 /
第5番 / 第7番 / 第8番 / 第10番 / 第11番 / 第
12番



2007/08/05 NHKホール 山下一史 ベートーヴェン
2本のオーボエとイングリッシュ・ホルンのための
三重奏曲 ハ長調 作品87：第2楽章

茂木大輔(ob.)/池田昭子(ob.)
/和久井仁(eng.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

1981/05/20 NHKホール #843 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン ああ、裏切り者め作品65 マルトン、エーヴァ(sop.) 管弦楽伴奏(編曲者不明)

1953/10/28 日比谷公会堂 マルティノン、ジャン ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 スターン、アイザック(vln.)

1955/11/20放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 クリング、パウル(vln.) ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1969/09/16 鈴鹿市民会館 若杉弘 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 久保陽子(vln.)

1972/01/29
北海道厚生年金会
館

岩城宏之 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 江藤俊哉(vln.) 札幌オリンピック冬季大会芸術行事

1976/06/02 NHKホール #695 B 外山雄三 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 久保陽子(vln.)

1976/06/03 NHKホール #695 B 外山雄三 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 久保陽子(vln.)

1978/12/01 NHKホール #766 C ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 塩川悠子(vln.)

1982/09/29 NHKホール #879 B フムーラ、ガブリエル ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ウーギ、ウート(vln.)

1984/04/18 NHKホール #929 A フォスター、ローレンス ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 シェリング、ヘンリク(vln.)

1986/03/26 NHKホール #987 B 秋山和慶 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 クレメル、ギドン(vln.)

1989/10/24 サントリーホール 秋山和慶 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 チョン、キョン・ファ(vln.)
第50回NTT～チョン・キョンホア＝N響2大
協奏曲の夕べ～

1990/11/21 NHKホール
#1126
B

ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ミンツ、シュロモ(vln.)

1991/07/31 NHKホール 山本直純 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 堀米ゆず子(vln.) N響「夏」'91

1992/04/10 NHKホール
#1169
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

1994/06/04 NHKホール
#1235
C

朝比奈隆 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 リン、チョーリャン(vln.)

1995/02/22 NHKホール
#1255
B

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定ではヴァイオリン独奏はア
ンネ・ゾフィー・ムターAnne-SophieMutter
であったが、フランク・ペーター・ツィンマー
マンFrankPeterZimmermannに変更

1995/12/18 サントリーホール 外山雄三 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ギトリス、イヴリー(vln.) サントリーホール定期演奏会1995年V

1997/10/18 NHKホール
#1331
C

キタエンコ、ドミートリ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

2001/07/04 サントリーホール 尾高忠明 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 徳永二男(vln.)
楽壇生活36周年記念徳永二男ヴァイオリ
ン協奏曲の夕べ

2002/01/23 サントリーホール
#1453
B

ヤルヴィ、パーヴォ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 エーネス、ジェームズ(vln.)

2004/04/21 サントリーホール
#1513
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
コパチンスカヤ、パトリツィア
(vln.)

オール・ベートーヴェン・プログラム

2005/09/30 NHKホール
#1551
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 レーピン、ヴァディム(vln.)

2006/04/19 サントリーホール
#1567
B

デュトワ、シャルル ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 バティアシュヴィリ、リサ(vln.)

2006/11/10 NHKホール
#1581
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 庄司紗矢香(vln.)

2007/10/24 サントリーホール
#1603
B

マリナー、ネヴィル ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
シュタインバッハー、アラベラ・美歩
(vln.)

2010/01/20 サントリーホール
#1666
B

広上淳一 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 堀米ゆず子(vln.)
ヴィヴィアン・ハーグナー(vln.)は本人の健
康上の理由により来日できなくなったた
め、出演者変更

2011/02/05 NHKホール
#1694
A

チョン、ミョンフン ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ラクリン、ジュリアン(vln.)

2011/11/16 サントリーホール
#1713
B

ヤルヴィ、ネーメ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ツインマーマン、セルゲ(vln.)
指揮者イルジー・コウトにかわり、ネーメ・
ヤルヴィが出演

2014/11/15 NHKホール
#1793
A

マリナー、ネヴィル ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ハチャトゥリアン、セルゲイ（Vln.）

2018/05/12 NHKホール 1885A ヤルヴィ、パーヴォ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 テツラフ、クリスティアン(vln.)

1981/05/14 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72

木村俊光(ドン・ピツァロ)/ウィンク
ラー、ヘルマン(フロレスタン)/マルト
ン、エーヴァ(レオノーレ)/佐藤征一
郎(ロッコ)/小林一男
(ヤキーノ)/河原洋子(マルツェリー
ネ)/大島幾雄(ドン・フェルナンド)/種
井静夫(囚人I)/渕脇和範(囚人II)/二
期会合唱団(chor.)/二期会オペラ・ス
タジオ研究生(chor.)

演出：鈴木敬介
美術：高田一郎
衣裳：渡辺園子
照明：吉井澄雄
舞台監督：加藤三季夫
合唱指揮：佐藤功太郎
副指揮：手塚幸紀(木村彰宏/岡田司/増
井信貴/北原幸男)
稽古ピアノ：金井紀子/小谷彩子/橋本梢/
梅村栄
演出助手：平尾力哉
美術助手：黒須はな子
衣裳助手：西村和子
舞台監督助手：小栗哲家/菅原多敢弘/笹
木靖寛/大仁田雅彦/佐藤太嘉志
ドイツ語指導：ヨン・ブリック/グドルン・ヴィ
シドロ
プロムプター：高折続
製作担当：原田茂生

1990/10/18 NHKホール
#1122
A

ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72 (演奏会形式)

プロチュカ、ヨゼフ(フロレスタン)
/レッペル、カルメン(レオノーレ)
/カンネン、ギュンター・フォン(ドン・ピ
ツァロ)/多田羅迪夫(ドン・フェルナン
ド)/高橋啓三(ロッコ)
/古嵜靖子(マルツェリーネ)/川上洋
司(ヤキーノ)/吉田浩之(第1の囚
人)/宇野徹哉(第2の囚人)/二期会
合唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋文



1963/12/05? 東京文化会館 #442 ロイブナー、ウィルヘルム ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

1995/06/10 NHKホール
#1265
C

シモノフ、ユーリ ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

2003/02/25 NHK大阪ホール ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

2004/04/09 NHKホール
#1511
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲 オール・ベートーヴェン・プログラム

2009/11/25 サントリーホール
#1660
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

2012/04/14 NHKホール
#1724
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

1970/05/06,07 東京文化会館 #542 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 合唱幻想曲 作品80

サヴァリッシュ、ウォルフガング (pf.)
/ 東京混声合唱団(chor.) / 東京放
送合唱団(chor.) / 二期 会(chor.) /
日本合唱協会 (chor.) / 藤原歌劇団
合唱部
(chor.)

ベートーヴェン生誕200年記念ベー トー
ヴェン・シリーズ

1970/04/04 東京文化会館? 森正 ベートーヴェン
騎士バレエのための音楽
WoO.1

録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月4日の録音

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 変ロ長調　作品18-6：第1楽章
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1960/04/20 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1962/06/01 杉並公会堂 クルツ、エフレム ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/11/15 杉並公会堂 若杉弘 ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/12/29 東京厚生年金会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1967/10/17 東京文化会館 #491 B 朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1968/03/07 東京厚生年金会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21 レコーディング？

1970/04/15,16 東京文化会館 #538 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1974/03/06 NHKホール #625 A スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1978/12/07 NHKホール #767 A ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1981/12/21 NHKホール コシュラー、ズデニェク ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1985/05/08 NHKホール #961 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1996/10/05 NHKホール
#1301
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

2002/06/28 NHKホール
#1465
C

ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21 朝比奈隆死去により指揮者変更

2011/04/16 NHKホール
#1697
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

2015/09/16 サントリーホール
#1815
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1957/02/03放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1964/12/20放送 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1968/05/08 東京文化会館 #503 B カイルベルト、ヨーゼフ ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1969/05/01,02 東京文化会館 #525 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1969/07/23,28 世田谷区民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36 レコーディング？

1970/04/25,26 東京文化会館 #540 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1973/11/17 NHKホール #615 C ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1979/10/03 NHKホール #789 B ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1982/12/08 NHKホール #886 A スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1984/03/14 NHKホール #926 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1986/09/19 NHKホール #998 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1989/04/19 NHKホール
#1081
B

山下一史 ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1994/10/20 NHKホール
#1242
A

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2006/09/27 サントリーホール
#1578
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2011/04/27 サントリーホール
#1699
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2013/06/14 NHKホール
#1758
C

チョン、ミョンフン ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2014/11/26 NHKホール
#1795
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2015/09/26 NHKホール
#1816
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1951/06/06放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1960/10/08
Auditorium Foro
Italiano

外山雄三 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 ローマ



1960/10/18 Royal Festival Hall シュヒター、ウィルヘルム ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 ロンドン

1965/04/08放送 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 録音日不明

1967/10/17 東京文化会館 #491 B 朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1968/03/19,21 東京厚生年金会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 レコーディング？

1970/04/15,16 東京文化会館 #538 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1972/06/14 東京文化会館 #582 A 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1973/10/17 NHKホール #611 B スワロフスキー、ハンス ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/05/14 NHKホール #691 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1976/05/21 NHKホール #693 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1977/11/16 NHKホール #734 A
ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1980/02/09 東京文化会館 シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1980/11/14 NHKホール #823 C スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1983/11/18 NHKホール #915 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1985/11/06 NHKホール #973 A シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1988/03/04,05 NHKホール
#1046
C

スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1990/01/29 サントリーホール シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

第53回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
～モーツァルトからベートーヴェンへ～

1991/10/17 NHKホール
#1153
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1993/05/21 NHKホール
#1202
C

スラットキン、レナード ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1996/09/07 NHKホール
#1298
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1998/06/24 NHKホール
#1357
B

ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2002/06/28 NHKホール
#1465
C

ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 朝比奈隆死去により指揮者変更

2004/04/09 NHKホール
#1511
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 オール・ベートーヴェン・プログラム

2006/09/27 サントリーホール
#1578
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2007/12/01 NHKホール
#1607
A

ギルバート、アラン ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2010/04/16 NHKホール
#1671
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2012/04/14 NHKホール
#1724
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2015/09/16 サントリーホール
#1815
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2017/11/11 NHKホール 1870A ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2019/11/06 サントリーホール 1924B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1964/09/11 東京文化会館 #449 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1966/02/10 東京文化会館 #465 B カイルベルト、ヨーゼフ ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1969/07/30,31 世田谷区民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60 レコーディング？

1970/04/30,05/01 東京文化会館 #541 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1974/12/06 NHKホール #646 C スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1976/11/05 NHKホール #703 C スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1978/04/19 NHKホール #749 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1981/04/23 NHKホール #841 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1985/02/06 NHKホール #952 A 渡邉暁雄 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、渡邉暁雄に指揮者変更

1986/06/27 NHKホール #996 C 若杉弘 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1987/05/17 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
アラウ、N響特別演奏会～ベートーヴェン
の夕べ～

1990/05/17 NHKホール
#1113
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1993/11/11 NHKホール
#1215
A

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1995/12/13 NHKホール
#1279
B

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1996/10/23 NHKホール
#1303
B

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1999/05/13 NHKホール
#1379
A

プレヴィン、アンドレ ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60



2004/04/15 NHKホール
#1512
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/10/09,10 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
VladimirAshkenazyInaugurationConcert(ウ
ラディーミル・アシュケナージ音楽監督就
任記念コンサート)

2009/11/25 サントリーホール
#1660
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

2012/04/20 NHKホール
#1725
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

2018/04/20 NHKホール 1883C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1960/10/24 Salle Pleyel クレツキ、パウル ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 パリ

1964/04/11 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1965/04/03 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1966/03/30,31 世田谷区民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1966/09/18 福島市公会堂 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1969/06/18 世田谷区民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 レコーディング？

1970/04/20,21 東京文化会館 #539 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1972/10/12 名古屋市民会館 クレー、ベルンハルト ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
名古屋市民会館開館記念N響演奏会＜第
1夜＞

1975/09/05 NHKホール #667 C 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1977/08/13 NHKホール 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/12/07 NHKホール #737 B シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1980/02/03 NHKホール 大町陽一郎 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 第21回N響ゴールデンポップス

1980/06/27 NHKホール #815 C ペリック、クリストフ ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1982/04/02 NHKホール #868 C ヴァント、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1982/05/06放送 人見記念講堂
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 NHKラジオ「NHKクラシック・ステージ」

1983/07/07,08 NHKホール #906 C ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

尾高忠明 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 青少年のためのプロムナードコンサート

1986/12/12 NHKホール
#1008
C

スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 N響「夏」'88

1990/05/17 NHKホール
#1113
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1992/04/26 サントリーホール シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズI)
ドイツ音楽の精髄

1992/11/05 NHKホール
#1185
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1994/06/04 NHKホール
#1235
C

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1996/04/11 NHKホール
#1290
A

外山雄三 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1996/09/18 NHKホール
#1300
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1999/02/06 NHKホール
#1372
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

2001/06/23 NHKホール
#1438
C

デュトワ、シャルル ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2002/03/21 サントリーホール ツァグロゼク、ローター ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2004/04/21 サントリーホール
#1513
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/10/09,10 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
VladimirAshkenazyInaugurationConcert(ウ
ラディーミル・アシュケナージ音楽監督就
任記念コンサート)

2005/10/26 NHKホール 小澤征爾 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
NHK音楽祭2005「輝く日本人たち、 それぞ
れの競演」(こどものためのプ ログラム)

2007/10/05 NHKホール
#1602
C

外山雄三 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2009/04/15 サントリーホール
#1645
B

デ・ワールト、エド ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2010/10/27 サントリーホール
#1684
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2011/07/15 NHKホール マルッキ、スザンナ ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 N響「夏」

2013/10/25 NHKホール
#1765
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2015/01/10 NHKホール
#1799
A

ノセダ、ジャナンドレア ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2016/11/30 サントリーホール #1850B デュトワ、シャルル ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1957/04/03 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」公開収録

1964/12/09 東京文化会館 #451 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1967/11/25 新潟県民会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1969/01/14 東京文化会館 #516 A 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1969/06/22,23 杉並公会堂 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 レコーディング？

1970/04/25,26 東京文化会館 #540 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1971/12/25 東京厚生年金会館 スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 心身障害児のための慈善演奏会

1973/07/11
フェスティバ ル
ホール

岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」



1973/11/17 NHKホール #615 C ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1975/08/30 NHKホール マーガ、オトマー ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
第16回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/01/16 NHKホール #680 C クレー、ベルンハルト ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1977/01/12 NHKホール #709 A ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1979/09/15 NHKホール ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 第19回N響ゴールデンポップス

1980/04/04 NHKホール #809 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1980/11/29 NHKホール スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
第57回青少年のためのプロムナードコン
サート

1982/04/02 NHKホール #868 C ヴァント、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1983/10/28 NHKホール #912 C グシュルバウアー、テオドル ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1984/07/18 福山市民会館 ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1984/12/05 NHKホール #946 A ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1985/02/18 東京文化会館 渡邉暁雄 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
都民芸術フェスティバル～第16回都民の
ためのコンサート

1986/05/07 NHKホール #991 A ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1986/12/12 NHKホール
#1008
C

スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1988/04/25 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 第37回NTT

1989/09/29 NHKホール
#1091
C

ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1991/06/14 NHKホール
#1145
C

フォスター、ローレンス ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1992/04/26 サントリーホール シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズI)
ドイツ音楽の精髄

1994/03/16 NHKホール
#1228
B

ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1996/10/23 NHKホール
#1303
B

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 オーチャード定期

1999/02/17 サントリーホール
#1374
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2000/10/25 サントリーホール
#1416
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2005/11/02 サントリーホール
#1552
B

ギルバート、アラン ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、アラン・ギルバートが指
揮した

2007/06/29,30 NHKホール
#1597
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2009/11/25 サントリーホール
#1660
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2013/10/09 サントリーホール
#1763
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2015/04/12 NHKホール
#1805
A

ヴァイグレ、セバスティアン ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2016/05/20 NHKホール
#1836
Ｃ

ヤルヴィ，ネーメ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2018/10/24 サントリーホール 1896B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1964/01/25 NHKホール(旧) 外山雄三 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/06/08,09,10 東京文化会館 #448 アンセルメ、エルネスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1964/11/10 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1965/11/03 神奈川県立音楽堂 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1967/07/02 岐阜市民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1968/09/24 東京厚生年金会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1969/02/06,12 杉並公会堂 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 レコーディング？

1970/04/30,05/01 東京文化会館 #541 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1972/06/23 東京文化会館 #583 B 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1972/06/30 倉敷市民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 NHKテレビ・ラジオ中継

1973/06/12 渋谷公会堂 #608 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1976/02/18 NHKホール #684 B ドレヴァンツ、ハンス ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1976/12/15 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
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

1976/12/17 NHKホール #708 C ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1978/10/13 NHKホール #760 C ツェンダー、ハンス ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1980/07/15 福井市文化会館 マーガ、オトマー ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1981/03/14 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第27回N響ゴールデンポップス

1981/09/30 NHKホール #849 B マカール、ズデネック ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92



1982/02/05 NHKホール #862 A アルブレヒト、ゲルト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1984/02/11
ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1984/03/23 NHKホール #927 C マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1986/10/17 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1986/10/18 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1987/04/15 NHKホール
#1021
B

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1988/05/18 NHKホール
#1054
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 NHK札幌放送局開局60周年記念

1989/02/03 NHKホール
#1073
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1992/06/24 NHKホール
#1177
B

タバシュニク、ミシェル ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1994/01/21 NHKホール
#1221
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1995/12/13 NHKホール
#1279
B

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1996/10/17 NHKホール
#1302
A

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2000/06/24 NHKホール
#1411
C

デュトワ、シャルル ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2001/10/26 NHKホール
#1443
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
～N響75周年・サヴァリッシュN響デビュー
プログラム～

2003/05/16 NHKホール
#1487
C

ペンデレツキ、クシシュトフ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2004/04/15 NHKホール
#1512
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/11/13 NHKホール
#1526
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2007/06/29,30 NHKホール
#1597
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2007/11/21 サントリーホール
#1606
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2008/07/18 NHKホール ルイージ、ファビオ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 N響「夏」2008

2009/09/09 サントリーホール
#1652
B

ホグウッド、クリストファー ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2010/09/10 NHKホール
#1679
C

マリナー、ネヴィル ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2013/12/11 サントリーホール
#1771
B

デュトワ、シャルル ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2014/10/18 NHKホール
#1790
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1回 水曜 夜のクラシック

2018/04/25 サントリーホール 1884B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1963/09/02放送 NHKホール(旧) ボスコフスキー、ウィリー ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
1963年8月25日
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/05/01 東京文化会館 #502 A カイルベルト、ヨーゼフ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1968/12/20 東京厚生年金会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 レコーディング？

1970/04/20,21 東京文化会館 #539 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1975/02/21 NHKホール #653 C シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1979/05/25 NHKホール #781 A マリナー、ネヴィル ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1981/05/20 NHKホール #843 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1982/05/06放送 人見記念講堂
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 NHKラジオ「NHKクラシック・ステージ」

1984/02/11
ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1991/02/20 NHKホール
#1135
B

高関健 ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1992/01/22 NHKホール
#1162
B

若杉弘 ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2003/02/25 NHK大阪ホール ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2007/11/21 サントリーホール
#1606
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2010/10/27 サントリーホール
#1684
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2018/04/25 サントリーホール 1884B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2008/07/18 NHKホール ルイージ、ファビオ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93：第2楽章 N響「夏」2008

1956/12/26,27 日比谷公会堂 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/川崎静子(alt.)/五十
嵐喜芳(ten.)/伊藤宣行(br.)/国立音
楽大学(chor.)

1961/12/31放送 東京文化会館 シュヒター、ウィルヘルム ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/木村宏子(alt.)
/ポーラ、アリゴ(ten.)/中山悌一(br.)/
国立音楽大学(chor.)

ＮＨＫラジオ「年末特集」



1963/12/25 東京文化会館 ロイブナー、ウィルヘルム ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)/
木村宏子(alt.)/布施隆治(ten.)
/中山悌一(br.)/国立音楽大学
(chor.)/東京放送合唱団(chor.)

1964/12/25 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/栗本尊子(alt.)
/藤沼明彦(ten.)/栗林義信(br.)/国
立音楽大学(chor.)/NHK東京放送合
唱団(chor.)

1965/12/25 東京文化会館 カイルベルト、ヨーゼフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/栗本尊子(alt.)
/森敏孝(ten.)/大橋国一(br.)/東京
放送合唱団(chor.)/国立音楽大学
(chor.)

1966/12/29 東京厚生年金会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/荒道子(alt.)/森敏孝
(ten.)/大橋国一(br.)/東京混声合唱
団(chor.)/二期会(chor.)/日唱アカデ
ミー(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)

合唱指揮：木下保

1967/12/26 東京文化会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/木村宏子(alt.)
/五十嵐喜芳(ten.)/大橋国一
(br.)
/東京混声合唱団(chor.)/二期会合
唱団(chor.)/日本合唱協会(chor.)/
藤原歌劇団合唱部(chor.)/東京放送
合唱団
(chor.)

合唱指揮：木下保

1968/12/12,14,15,2
1,22

東京厚生年金会館 岩城宏之 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

蒲生能扶子(sop.)/荒道子(alt.)
/五十嵐喜芳(ten.)/大橋国一(br.)/
東京混声合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部(chor.)

レコーディング？

1968/12/19 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

蒲生能扶子(sop.)/荒道子(alt.)
/五十嵐喜芳(ten.)/大橋国一(br.)/
東京混声合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部(chor.)

1969/12/25 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中沢桂(sop.)/長野羊奈子(alt.)
/丹羽勝海(ten.)/大橋国一(br.)/東
京混声合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部
(chor.)

1970/05/06,07 東京文化会館 #542 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

サヴァリッシュ、ウォルフガング(pf.)/
中沢桂(sop.)/伊原直子(alt.)/丹羽勝
海(ten.)/大橋国一(br.)/東京混声合
唱団(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)/二期会(chor.)/日本合唱協
会(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1971/12/20 東京文化会館 スウィトナー、オットマール ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中沢桂(sop.)/荒道子(alt.)/丹羽勝海
(ten.)/芳野靖夫(br.)/国立音楽大学
(chor.)

1972/12/19～21,24 東京文化会館 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中沢桂(sop.)/荒道子(alt.)/丹羽勝海
(ten.)/岡村喬生(br.)/国立音楽大学
(chor.)

1973/06/27 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

トモワ・シントウ、アンナ(sop.)/荒道
子(alt.)/ウィンクラー、ヘルマン
(ten.)/ヘルマン、ローラント(br.)/東
京藝術大学(chor.)

NHKホール落成記念公演「N響第9の夕
べ」

1973/12/19 NHKホール マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中沢桂(sop.)/春日成子(alt.)/
丹羽勝海(ten.)/岡村喬生(br.)
/国立音楽大学(chor.)

1974/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

河原洋子(sop.)/伊原直子(alt.)
/田口興輔(ten.)/岡村喬生
(br.)/国立音楽大学(chor.)

心身障害児のための「第9」公演

1975/12/17 NHKホール マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

松本美和子(sop.)/春日成子(alt.)/
ウー、ウィリアム(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学
(chor.)

心身障害児のための「第9」公演

1976/12/22 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ジュポルトヴァ、エヴァ(sop.)/ソウク
ポヴァー、ヴェラ(alt.)/プルシビル、
ヴィレーム(ten.)/ベルマン、カレル
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1980/12/22 NHKホール ワイケルト、ラルフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/宮原昭吾
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1981/12/21 NHKホール コシュラー、ズデニェク ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1982/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1983/12/22 NHKホール ギュルケ、ペーター ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1984/12/22 NHKホール ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

河原洋子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/勝部太(br.)/
国立音楽大学(chor.)



1985/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

片岡啓子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/池田直樹
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1986/04/25 NHKホール #990 C 朝比奈隆 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

片岡啓子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/勝部太(br.)/
東京藝術大学(chor.)

合唱指揮：田中信昭

1986/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

片岡啓子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/池田直樹
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1987/12/21 NHKホール クロブチャール、ベリスラフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/木村俊光(br.)/国立音
楽大学(chor.)

1988/12/22 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/木村俊光(br.)/国立音
楽大学(chor.)

1989/09/25
Bunkamura オー
チャードホール

岩城宏之 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ケルム、リンダ(sop.)/シンプソン、マ
リエッタ(alt.)/劉維維(ten.)/木村俊光
(br.)/日本プロ合唱団連合(chor.)

Bunkamuraオープニング企画「ベートー
ヴェン・チクルス」

1989/12/22 NHKホール 若杉弘 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

1990/12/22 NHKホール ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

1991/12/23 NHKホール ムント、ウーヴェ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ドナート、ヘレン(sop.)/イェヴァン、ア
ンネ(alt.)/ファスラー、ウォルフガン
グ(ten.)/ヒュンニネン、ヨルマ(br.)/国
立音楽大学(chor.)

1992/05/08 NHKホール
#1172
C

クンチ、マティアス ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

豊田喜代美(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

合唱指導：長井則文

1992/12/22 NHKホール 若杉弘 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

コバーン、パメラ(sop.)/ゾッフェル、ド
リス(alt.)/シュンク、ロベルト(ten.)/ニ
ムスゲルン、ジークムント(br.)/国立
音楽大学(chor.)

1993/12/22 NHKホール インバル、エリアフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/木村俊光(br.)/国立音
楽大学(chor.)

1994/12/22 NHKホール
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/ルンケル、ラインヒ
ルト(alt.)/市原多朗(ten.)
/ゾーティン、ハンス(br.)/国立音楽
大学(chor.)

1995/12/22 NHKホール
スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/永井和子(alt.)/市
原多朗(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

1996/12/25 NHKホール デュトワ、シャルル ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/永井和子(alt.)/吉
田浩之(ten.)/直野資(br.)/国立音楽
大学(chor.)/東京放送児童合唱団
(childrenchor.)

1997/12/22 NHKホール デュトワ、シャルル ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/寺谷千枝子(alt.)/
ブロホヴィッツ、ハンス・ペーター
(ten.)/ルントグルン、ベングト(br.)/国
立音楽大学(chor.)

1998/12/23 NHKホール コウト、イルジー ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ワトソン、リンダ(sop.)/寺谷千枝子
(alt.)/シャシング、ルドルフ(ten.)/ウ
ルセン、フルーデ(br.)
/国立音楽大学(chor.)

1999/12/23 NHKホール メルクル、準 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

尾畑真知子(sop.)/小山由美(alt.)/市
原多朗(ten.)/妻屋秀和(br.)/国立音
楽大学(chor.)

2000/12/23 NHKホール
スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中村智子(sop.)/片桐仁美(alt.)
/ハイルマン、ウーヴェ(ten.)/直野資
(br.)/国立音楽大学(chor.)

2001/12/24 NHKホール ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

浜田理恵(sop.)/藤村実穂子(alt.)/市
原多朗(ten.)/石野繁雄(br.)/国立音
楽大学(chor.)

2002/05/09 KBSホール デュトワ、シャルル ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中村智子(sop.)/藤村実穂子(alt.)/ハ
イルマン、ウーヴェ(ten.)/福島明也
(br.)/韓国国立合唱団(chor.)/安養
市立合唱団(chor.)

2002年サッカー・ワールドカップ日韓大会
記念
NHKおよびKBSによるオーケストラ相互派
遣

2002/12/23 NHKホール 大野和士 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

シェレンベルガー、ダグマール
(sop.)/ペトリンスキー、ナターシャ
(alt.)/スケルトン、スチュアート(ten.)/
ドッバー、アンジェイ(br.)/国立音楽
大学(chor.)

ベーレンライター版
合唱指導：田中信昭/長井則文

2003/12/23 NHKホール バーメルト、マティアス ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

澤畑恵美(sop.)/藤村実穂子(alt.)/市
原多朗(ten.)/石野繁生(br.)/国立音
楽大学(chor.)

合唱指揮：田中信昭/永井宏

2004/12/23 NHKホール ペンデレツキ、クシシュトフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

大倉由紀枝(sop.)/永井和子(alt.)/市
原多朗(ten.)/福島明也(br.)/国立音
楽大学(chor.)

合唱指揮：田中信昭/永井宏

2005/12/15,17,18 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

森麻季(sop.)/ヘルカント、シャルロッ
ト(alt.)/ポホヨネン、ミカ(ten.)/レイ
フェルクス、セルゲイ(br.)/二期会合
唱団(chor.)

合唱指揮：田中信昭

2006/12/23 NHKホール 上岡敏之 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ババジャニャン、カリーナ(sop.)
/ラナダ、ヘレーン(alt.)/ヴィーゲル、
ヨハン(ten.)/グロホウスキ、ゲルト
(br.)/国立音楽大学(chor.)

ベートーヴェン「第9」演奏会

2007/12/23 NHKホール アンドリュー・リットン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

角田祐子(sop.)/石津なをみ(alt.)/カ
ン・ヨセフ(ten.)/キム・テヒョン(br.)/国
立音楽大学(chor.)



2008/12/23 NHKホール スラットキン、レナード ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

横山恵子(sop.)/加納悦子(alt.)
/プランテ、ウォルター(ten.)/甲斐栄
次郎(br.)/国立音楽大学(chor.)

2009/12/22 NHKホール マズア、クルト ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

安藤赴美子(sop.)/手嶋眞佐子(alt.)/
福井敬(ten.)/福島明也(br.)/国立音
楽大学(chor.)/東京少年少女合唱隊
(chor.)

2010/07/02 日比谷公会堂 井上道義 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

小林沙羅(sop.)/福原寿美枝(alt.)/志
田雄啓(ten.)/ハオ、ジョン(br.)/国立
音楽大学合唱団(chor.)/玉川大学芸
術学部合唱団(chor.)/成城合唱団
(chor.)

日比谷公会堂開設80周年記念
「あのときの感動を再び」コンサート

2010/12/22 NHKホール リリング、ヘルムート ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ウィルソン、タマラ(sop.)/シントラム、
ダニエラ(alt.)/ウォルティヒ、ドミニク
(ten.)/ナジ、ミヒャエル(br.)/国立音
楽大学(chor.)

ベートーヴェン「第9」演奏会

2011/04/10 東京文化会館 メータ、ズビン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

並河寿美(sop.)/藤村実穂子
(alt.)/福井敬(ten.)/ユン、アッティラ
(br.)/東京オペラシンガーズ(chor.)

東京・春・音楽祭―東京のオペラの森2011
―のローエングリン公演が中止されたか
わりに、当公演がチャリティー公演として
開催された合唱指揮：宮松重紀

2011/12/22 NHKホール
スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

安藤赴美子(sop.)/加納悦子(alt.)福
井敬(ten.)/福島明也(br.)/国立音楽
大学(chor.)

ベートーヴェン「第9」演奏会
合唱指導：田中信昭/永井宏

2012/12/22 NHKホール ノリントン、ロジャー ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

バラインスキ、クラウディア(sop.)/ヘ
ルツェル、ウルリケ(alt.)/成田勝美
(ten.)/ボーク、ロバート(br.)/国立音
楽大学
(chor.)

合唱指導：田中信昭/永井宏

2013/12/21 NHKホール デ・ワールト、エド ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中村恵理(sop.)/加納悦子(alt.)
/望月哲也(ten.)/甲斐栄次郎
(br.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/永井宏

2014/12/21 NHKホール ロト、フランツ・グザヴィエ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

安藤赴美子（sop.）/山下牧子（alt.）/
福井敬（ten.）/甲斐栄次郎（bs.）/国
立音楽大学（chor.）

2015/12/22 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

森麻季(sop.)/加納悦子(alt.)/福井敬
(ten.)/妻屋秀和(br.)/国立音楽大学
(chor.)

2016/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

シャトゥロヴァ、シモーナ(sop.)/クー
ルマン、エリーザベト(alt.)/プリエト、
ホエル(ten.)/ジョンミン､パク(bs.)/東
京オペラシンガーズ(chor.)

2017/12/22 NHKホール エッシェンバッハ、クリストフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

市原愛(sop.)/加納悦子(alt.)/福井敬
(ten.)/甲斐栄次郎(br.)

2018/12/22 NHKホール ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

藤谷佳奈枝(sop.)/加納悦子(alt.)
スミス、ロバート・ディーン(ten.)
/ドーメン、アルベルト(バス・バリト
ン)/東京オペラシンガーズ(chor.)

2019/12/11 NHKホール ヤング、シモーネ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ベングトソン、マリア(sop.)/清水華澄
(mez-sop.)/シュコフ、ニコライ(ten.)/
ピサローニ、ルカ(バス・バリトン)/東
京オペラシンガーズ(chor.)

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
行進曲 ヘ長調「ボヘミア国防軍のために」
WoO.18

1975/03/11 NHKホール シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
豊田耕児(vln.) / 安田謙一郎
(vlc.) / 野島稔(pf.)

放送開始50周年記念N響の夕べ

1981/10/31 NHKホール 森正 ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
江藤俊哉(vln.)/堤剛(vlc.)/松浦豊明
(pf.)

音楽コンクール50周年記念演奏会

1985/02/18 東京文化会館 渡邉暁雄 ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
小山実稚恵(pf.)/加藤知子
(vln.)/山崎伸子(vlc.)

都民芸術フェスティバル～第16回都民の
ためのコンサート

1989/11/10 NHKホール
#1094
C

スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
ゲーベル、ホルスト(pf.)/マイレ、ハン
ス(vln.)/フォレスト、ルネ(vlc.)

2012/04/14 NHKホール
#1724
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
ヘルムヒェン、マルティン(pf.)/エーベ
ルレ、ヴェロニカ(vln.)/石坂団十郎
(vlc.)

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56：第3楽章
小山実稚恵(pf.)/加藤知子
(vln.)/山崎伸子(vlc.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124 第37回NTT

1990/09/17 北とぴあ（北区） 外山雄三 ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124 北とぴあオープニング記念演奏会

1993/01/28 NHKホール
#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124

2009/02/18 サントリーホール
#1642
B

下野竜也 ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124

1955/11/20放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1960/06/08 杉並公会堂 シュヒター、ウィルヘルム ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1964/09/16 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/02/24 NHKホール(旧) 岩城宏之 ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/04/30 東京文化会館 #502 A カイルベルト、ヨーゼフ ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

1969/09/16 鈴鹿市民会館 若杉弘 ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

1970/04/30,05/01 東京文化会館 #541 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62
ベートーヴェン生誕200年記念ベー トー
ヴェン・シリーズ



1984/02/24 NHKホール #924 C シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

1985/02/06 NHKホール #952 A 渡邉暁雄 ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、渡邉暁雄に指揮者変更

1992/04/10 NHKホール
#1169
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

2004/04/15 NHKホール
#1512
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62 オール・ベートーヴェン・プログラム

2007/12/07 NHKホール
#1608
C

ギルバート、アラン ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

2009/09/09 サントリーホール
#1652
B

ホグウッド、クリストファー ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

2012/04/25 サントリーホール
#1726
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

1970/04/25,26 東京文化会館 #540 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第1番 作品138
ベートーヴェン生誕200年記念ベー トー
ヴェン・シリーズ

2007/11/21 サントリーホール
#1606
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第1番 作品138

2014/10/18 NHKホール
#1790
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第1番 作品138

1963/02/15 東京文化会館 #436 岩城宏之 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1964/04/11 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1964/10/10 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1967/11/25 新潟県民会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1970/04/20,21 東京文化会館 #539 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1974/03/06 NHKホール #625 A スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1977/12/07 NHKホール #737 B シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1979/11/09 NHKホール #793 C ヴァント、ギュンター ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1981/03/18 NHKホール #837 B ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1984/09/28 NHKホール #939 C
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1990/05/17 NHKホール
#1113
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1993/12/22 NHKホール インバル、エリアフ ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1995/09/19
Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
ORCHARDSPECIAL'95
N響

1996/02/03 NHKホール
#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1998/10/28
大分県立総合文化
センター

高関健 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2002/02/09 NHKホール
#1454
C

ヴァイグレ、セバスティアン ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2004/10/09,10 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
VladimirAshkenazyInaugurationConcert(ウ
ラディーミル・アシュケナージ音楽監督就
任記念コンサート)

2008/10/04 NHKホール
#1628
A

リットン、アンドリュー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2010/10/27 サントリーホール
#1684
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2012/04/20 NHKホール
#1725
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2013/10/25 NHKホール
#1765
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

1967/02/15
フェスティバルホー
ル

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1970/05/13,14 東京文化会館 #543 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 荘厳ミサ曲 ニ長調 作品123

蒲生能扶子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/
丹羽勝海(ten.)/大橋国一(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)/二期会(chor.)/日本合唱協
会(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

2005/04/15 NHKホール
#1539
C

メルクル、準 ベートーヴェン 荘厳ミサ曲 ニ長調 作品123

ツィーザク、ルート(sop.)/イーヴェ
ン、クリスティアーネ(alt.)/佐野成宏
(ten.)/ロータリング、ヤン・ヘンドリク
(bs.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/永井宏

1967/12/26 東京文化会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 大フーガ 変ロ長調 作品133

1973/06/27 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 大フーガ 変ロ長調 作品133
NHKホール落成記念公演「N響第9の夕
べ」

1987/12/21 NHKホール クロブチャール、ベリスラフ ベートーヴェン 大フーガ 変ロ長調 作品133

1982/05/06放送 人見記念講堂
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創 造物」 作品43：序
曲

NHKラジオ「NHKクラシック・ステージ」

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創 造物」 作品43：序
曲

第37回NTT

1972/10/10,11 東京文化会館 #584 B クレー、ベルンハルト ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43 (抜
粋)

1963/04/06 NHKホール(旧) マルティノン、ジャン ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1984/02/11
ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

尾高忠明 ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

青少年のためのプロムナードコンサート

1991/12/23 NHKホール ムント、ウーヴェ ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲



1992/09/10 NHKホール
#1179
A

アサートン、デーヴィッド ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

1993/10/21 NHKホール
#1212
A

アントルモン、フィリップ ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

2005/11/18 NHKホール
#1554
C

バーメルト、マティアス ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した

2011/04/27 サントリーホール
#1699
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

2009/05/09 NHKホール
#1646
A

ムストネン、オリ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 ニ長調 作品61 ムストネン、オリ(pf.)
ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品61の作曲
者自身による編曲

1965/02/15 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 岡村リエ(pf.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/02/22 東京文化会館 #481 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 グルダ、フリードリヒ(pf.)

1970/04/07 東京文化会館 森正 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ケンプ、ウィルヘルム(pf.)

1974/06/22 NHKホール #636 C 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ブレンデル、アルフレート(pf.)

1984/02/24 NHKホール #924 C シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

1991/09/06 NHKホール
#1148
C

アントルモン、フィリップ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 アントルモン、フィリップ(pf.)

1994/10/20 NHKホール
#1242
A

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ダルベルト、ミシェル(pf.)

1996/09/07 NHKホール
#1298
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 グード、リチャード(pf.)

2003/02/12 サントリーホール
#1482
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 プレトニョフ、ミハイル(pf.)
出演予定のピアニスト、マルタ・アルゲリッ
チにかわり、ミハイル・プレトニョフが出演
した

2004/12/08 サントリーホール
#1530
B

デュトワ、シャルル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 エマール、ピエール・ロラン(pf.)

2009/06/12 NHKホール
#1650
C

メルクル、準 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
ヌーブルジェ、ジャン・フレデリック
(pf.)

2011/01/08 NHKホール
#1691
A

ペトレンコ、ワシーリ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 小菅優(pf.)

2014/10/18 NHKホール
#1790
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ピエモンテージ、フランチェスコ（pf.）

2017/04/21 NHKホール
#1859
C

ルイージ、ファビオ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ラナ、ベアトリーチェ(pf.)

1970/04/07 東京文化会館 森正 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19 ケンプ、ウィルヘルム(pf.)

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19 ゼルキン、ピーター(pf.)

2013/10/09 サントリーホール
#1763
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19 レヴィン、ロバート(pf.)

1960/10/25 Salle Pleyel 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 中村紘子(pf.) パリ

1965/04/13 東京文化会館 #455 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 松浦豊明(pf.)

1968/07/23 不詳 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 小林仁(pf.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/04/07 東京文化会館 森正 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ケンプ、ウィルヘルム(pf.)
録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月7日の録音

1974/03/15 NHKホール #626 B スウィトナー、オットマール ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 中村紘子(pf.)

1976/05/21 NHKホール #693 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ボレット、ホルヘ(pf.)

1978/10/18 NHKホール #761 A ツェンダー、ハンス ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ブレンデル、アルフレート(pf.)

1981/03/18 NHKホール #837 B ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
ツァハリアス、クリスティアン
(pf.)

1983/10/26 NHKホール #911 B グシュルバウアー、テオドル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 デュシャーブル、フランソワ・ルネ(pf.)

1985/01/06 NHKホール 尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 原田英代(pf.) 第11回若い芽のコンサート

1987/10/16,17 NHKホール
#1033
C

カリーディス、ミルティアデス ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 フィッシャー、アニー(pf.)

1992/09/10 NHKホール
#1179
A

アサートン、デーヴィッド ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 リル、ジョン(pf.)

1993/12/03 NHKホール
#1217
C

インバル、エリアフ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ルイサダ、ジャン・マルク(pf.)

1996/10/17 NHKホール
#1302
A

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ヴラダー、シュテファン(pf.)

1998/01/21 NHKホール
#1342
B

ドレヴァンツ、ハンス ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ブーニン、スタニスラフ(pf.)

2000/06/08 NHKホール
#1409
A

ギルバート、アラン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ワッツ、アンドレ(pf.)

2002/10/30 サントリーホール
#1471
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

2008/05/16 NHKホール
#1620
C

尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

2009/11/05 NHKホール 秋山和慶 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 中村紘子(pf.)
ハウス・ザ・コンサート中村紘子デビュー50
周年ピアノ協奏曲の夕べwithNHK交響楽
団

2010/05/26 サントリーホール
#1675
B

下野竜也 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 フレイ、ダヴィッド(pf.)

2013/10/25 NHKホール
#1765
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 フォークト、ラルス(pf.)
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2016/10/26 サントリーホール #1846B ソヒエフ、トゥガン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 レオンスカヤ、エリーザベト(pf.)

1957/10/12
共立講堂（千代田
区）

ロイブナー、ウィルヘルム ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ギレリス、エミール(pf.)



1960/09/26
Kongress- Saal
Deutsches
Museum

岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 園田高弘(pf.) ミュンヘン

1966/04/13
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 田中希代子(pf.)

1969/05/01,02 東京文化会館 #525 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 グルダ、フリードリヒ(pf.)

1969/06/17 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ヴァン・クライバーン(pf.)

1970/04/09 東京文化会館 森正 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ケンプ、ウィルヘルム(pf.)
録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月9日の録音

1975/10/03 NHKホール #670 C 外山雄三 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 田崎悦子(pf.)

1977/12/07 NHKホール #737 B シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 クリーン、ワルター(pf.)

1978/06/21 NHKホール #756 A チェッカート、アルド ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ビショップ・コワセヴィチ、スティーヴ
ン(pf.)

1979/09/07 Perth Concert Hall 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 内田光子(pf.) パース

1980/09/26 NHKホール #819 B ケーゲル、ヘルベルト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ヘブラー、イングリート(pf.)

1982/02/05 NHKホール #862 A アルブレヒト、ゲルト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ツィマーマン、クリスティアン
(pf.)

1985/06/19 NHKホール #965 B ドレヴァンツ、ハンス ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 オコーナー、ジョン(pf.)

1986/11/27 サントリーホール 秋山和慶 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 アックス、エマニュエル(pf.) アイザック・スターンと仲間たち

1992/02/13 NHKホール
#1164
A

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ケフェレック、アンヌ(pf.)

1995/06/10 NHKホール
#1265
C

シモノフ、ユーリ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 モラヴェツ、イヴァン(pf.)

1996/09/18 NHKホール
#1300
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 コワセヴィチ、スティーヴン(pf.)

1999/06/10 NHKホール
#1382
A

大植英次 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 モラヴェツ、イヴァン(pf.)
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ
RichardGoodeが病気のためソリスト変更

2004/04/09 NHKホール
#1511
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 オールソン、ギャリック(pf.) オール・ベートーヴェン・プログラム

2007/12/07 NHKホール
#1608
C

ギルバート、アラン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
クロフォード・フィリップス、サイモン
(pf.)

2008/06/14 NHKホール
#1622
A

ザネッティ、マッシモ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ヘルムヒェン、マルティン(pf.)

2009/09/09 サントリーホール
#1652
B

ホグウッド、クリストファー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ベザイディンオート、クリスティアン
(pf.)

2012/04/25 サントリーホール
#1726
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 河村尚子(pf.)

2018/04/20 NHKホール 1883C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ピレシュ、マリア・ジョアン(pf.)

1953/03/21 日比谷公会堂 ウェス、クルト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ギーゼキング、ワルター(pf.) ギーセキング・コンサートの夕べ

1966/06/13 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 田中希代子(pf.)

1969/02/05 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 リヒター・ハーザー・ハンス(pf.) ハンス・リヒター=ハーザーピアノ演奏会

1970/04/09 東京文化会館 森正 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ケンプ、ウィルヘルム(pf.)

1975/04/19 NHKホール 尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ラーンキ、デジュー(pf.)
第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/07/09 NHKホール #698 C 秋山和慶 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 野島稔(pf.)

1977/06/01 NHKホール #724 A ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ソコロフ、グリゴリー(pf.)

1978/04/19 NHKホール #749 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ギレリス、エミール(pf.)

1980/01/19 NHKホール 小林研一郎 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 中村紘子(pf.)
第53回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1980/11/20 NHKホール #824 A スウィトナー、オットマール ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 エル・バシャ、アブデル・ラハマン(pf.)

1980/12/05 NHKホール #826 C ワイケルト、ラルフ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)
リリークラウスによるピアノ協奏曲第17番ト
長調K.453から変更

1984/06/27 NHKホール #935 A ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 デ・ラローチャ、アリシア(pf.)

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 舘野泉(pf.) 青少年のためのプロムナードコンサート

1985/09/25 NHKホール #968 B ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ブレンデル、アルフレート(pf.)

1987/04/15 NHKホール
#1021
B

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.)

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 中村紘子(pf.) 第37回NTT

1992/08/20 函館市民会館 外山雄三 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
ロンクィッヒ、アレクサンダー
(pf.)

1993/10/21 NHKホール
#1212
A

アントルモン、フィリップ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 コチシュ、ゾルターン(pf.)

1996/10/05 NHKホール
#1301
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

1998/04/29 NHKホール
#1351
B

メルクル、準 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 コワセヴィチ、スティーヴン(pf.) 世界の若手指揮者たち

1999/12/11 NHKホール
#1396
C

デュトワ、シャルル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

2005/04/20 サントリーホール
#1540
B

リットン、アンドリュー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
フェルツマン、ウラディーミル
(pf.)



2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ゴルラッチ、アレクセイ(pf.) N響「夏」2007

2008/05/10 NHKホール
#1619
A

尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 フライシャー、レオン(pf.)

2010/04/16 NHKホール
#1671
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

2011/04/27 サントリーホール
#1699
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ヘルムヒェン、マルティン(pf.)

2013/02/09 NHKホール
#1748
A

ウルフ、ヒュー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ルイス、ポール(pf.)

2015/09/26 NHKホール
#1816
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 フェルナー、ティル(pf.)

2019/05/11 NHKホール 1912A デ・ワールト、エド ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ブラウティハム、ロナルド(pf.)

1993/03/06 NHKホール
#1196
C

フロール、クラウス･ペー
ター

ベートーヴェン ミサ曲 ハ長調 作品86
平松英子(sop.)/野村陽子(alt.)
/吉田浩之(ten.)/大島幾雄(bs.)/日
本プロ合唱団連合(chor.)

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ベートーヴェン ロマンス 第1番 ト長調 作品40 山口裕之(vln.)
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～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50 篠崎史紀(vln.)
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～

1998/05/14 NHKホール
#1353
A

プレヴィン、アンドレ ベートーヴェン(ミトロプロス) 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131

1999/01/27 サントリーホール
#1371
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン(ワインガルト
ナー)

大フーガ 変ロ長調 作品133 ワインガルトナーによる弦楽合奏版

1969/11/13放送 不詳 若杉弘 別宮貞雄 ヴァイオリン協奏曲 黒沼ユリ子(vln.) 芸術祭参加作品

1973/03/27 東京郵便貯金会館 若杉弘 別宮貞雄 ヴァイオリン協奏曲 江藤俊哉(vln.) 現代の音楽展'73第4夜

1971/10/28放送 不詳 若杉弘 別宮貞雄 ヴィオラ協奏曲 今井信子(vla.) ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」

1972/03/03 東京文化会館 #574 A 森正 別宮貞雄 ヴィオラ協奏曲 今井信子(vla.) 1971年度第20回尾高賞受賞

1974/02/08 NHKホール #622 A 岩城宏之 別宮貞雄 ヴィオラ協奏曲 江藤俊哉(vla.)

1958/10/19放送 不詳 岩城宏之 別宮貞雄 管弦楽のための二つの祈り
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（５）」

1977/10/30放送 不詳 山田一雄 別宮貞雄 交響曲 第2番 NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1981/10/31 NHKホール 森正 別宮貞雄 祝典序曲
NHK委嘱世界初演
音楽コンクール50周年記念演奏会

1958/11/09放送 不詳 岩城宏之 別宮貞雄 万葉集による三つの歌
大橋国一(br.)/東京混声合唱団
(chor.)/二期会合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1962/11/25放送 不詳 森正 別宮貞雄 立体音楽物語「大男の庭」

高橋悠治(オンド・マルトノ)/水島弘
(大男)/立岡光(語り手)/広村芳子(少
年)/東京放送児童合唱団(chor,)/東
京混声合唱団(chor.)/劇団新鋭

NHKラジオ「芸術祭参加」

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ベネチア民謡 曲名不明 ノーニ、アルダ(sop.)

1964/12/25 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ヘラー スウェーリンク変奏曲

1993/05/04 サントリーホール 外山雄三 ベリオ レンダリング
MusicTomorrow1993プレトーク(18:00～)：
細川俊夫、西村朗、長木誠司(司会)

1978/05/03 NHKホール #750 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベルガー ロンディーノ・ジョコーゾ

2017/10/14 NHKホール 1867A 下野竜也 ベルク 「ルル」組曲 エルトマン、モイツァ(sop.)

1977/04/13 NHKホール #719 A ギーレン、ミヒャエル ベルク 3つの管弦楽曲 作品6

1964/09/11 東京文化会館 #449 ルンプフ、アレクサンダー ベルク ヴァイオリン協奏曲 豊田耕児(vln.)

1988/03/10 NHKホール
#1047
A

スウィトナー、オットマール ベルク ヴァイオリン協奏曲 堀正文(vln.)

1993/04/15 NHKホール
#1200
A

ドレヴァンツ、ハンス ベルク ヴァイオリン協奏曲 テツラフ、クリスティアン(vln.)

1998/10/14 サントリーホール
#1363
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルク ヴァイオリン協奏曲 ツェートマイアー、トーマス(vln.)

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー ベルク ヴァイオリン協奏曲 シャハム、ギル(vln.)

2006/12/08 NHKホール
#1584
C

ツァグロゼク、ローター ベルク ヴァイオリン協奏曲 樫本大進(vln.)

2007/12/01 NHKホール
#1607
A

ギルバート、アラン ベルク ヴァイオリン協奏曲
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

2014/12/12 NHKホール
#1797
C

デュトワ、シャルル ベルク
ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のため
に」

シュタインバッハー、アラベラ・美歩
（vln.）

2017/10/14 NHKホール 1867A 下野竜也 ベルク
ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のため
に」

カン、クララ・ジュミ(vln.)

2019/06/14 NHKホール 1916C ヤルヴィ、パーヴォ ベルク
ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のため
に」

シャハム，ギル(vln.)

1992/01/10 NHKホール
#1160
C

若杉弘 ベルク
歌劇「ヴォツェック」から ソプラノと管弦楽のため
の3つの断章

佐藤しのぶ(マリー&マリーのこども)/
東京放送児童合唱団(chor.)

演奏会用編曲版

1960/05/28 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ベルク 室内協奏曲 海野義雄(vln.)/本荘玲子(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1989/04/07 NHKホール
#1079
C

十束尚宏 ベルク 叙情組曲から 3つの小品

2002/06/01 NHKホール
#1462
C

ギルバート、アラン ベルツ ストリンドベリ組曲

2002/01/23 サントリーホール
#1453
B

ヤルヴィ、パーヴォ ペルト 交響曲 第1番 「ポリフォニック」

2017/02/11 NHKホール #1856A ヤルヴィ、パーヴォ ペルト
シルエット ― ギュスターヴ・エッフェルへのオ
マージュ

2013/06/25 東京オペラシティ 下野竜也 ペルト シンドネ
日本初演
MusicTomorrow2013

2000/11/17 NHKホール
#1419
C

デルフス、アンドレアス ペルト フラトレス



2005/05/25 サントリーホール
#1541
B

ヤルヴィ、パーヴォ ペルト フラトレス (1977/1991)

2012/01/28 NHKホール
#1720
A

スラットキン、レナード ペルト フラトレス (1977/1991)

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

キタエンコ、ドミートリ ペルト ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌

2011/02/16 サントリーホール
#1696
B

ノット、ジョナサン ペルト ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌

1971/09/09 東京文化会館
デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

ベルリーニ 歌劇「ノルマ」

チェッケーレ、ジャンフランコ(ポルリ
オーネ)/ヴィンコ、イヴォ(オロヴェー
ソ)/スリオティス、エレナ(ノルマ)/コッ
ソット、フィオレンツァ(アダルジー
ザ)/ディ・スタジオ、アンナ(クロティル
デ)/カステルラーナ、フランコ(フラー
ヴィオ)/日本合唱協会(chor.)

LIRICAITALIANA1971
演出：ブルーノ・ノフリ
美術：マルチェルロ・デルレーナ
舞台製作：NHK美術センター
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
協演：劇団「若草」/東京シティ・バレエ団/
東京演劇アンサンブル
Ricordi版楽譜を使用

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン ベルリーニ 歌劇「ロメオとジュリエット」：おお、いくたびか テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

2001/12/05 サントリーホール
#1449
B

デュトワ、シャルル ベルリオーズ オラトリオ「キリストの幼時」 作品25

バレイ、ブリジット(mez.sop.)/カシュ
マイユ、ギレリス(br.)/エインズレイ、
ジョン・マーク(ten.)
/ココリノス、フィリップ(br.)/ヴェンツェ
ル、アンドリュー(br.)/スウェーデン放
送合唱団(chor.)

～N響75周年記念～
合唱指導：フレドリク・マルムベリ
FredrikMalmberg
字幕・対訳：川口義晴

1992/06/12 NHKホール
#1175
C

タバシュニク、ミシェル ベルリオーズ 歌曲集「夏の夜」 作品7 バレイ、ブリジット(mez.sop.)

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 歌曲集「夏の夜」 作品7 ポレ、フランソワーズ(mez.sop.)

1974/01/18 NHKホール #619 A 秋山和慶 ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

1974/01/26 NHKホール #621 C 秋山和慶 ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

1992/06/12 NHKホール
#1175
C

タバシュニク、ミシェル ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

2010/09/10 NHKホール
#1679
C

マリナー、ネヴィル ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

2016/04/22 NHKホール
#1833
C

スラットキン、レナード ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

1965/11/27 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

1969/06/17 東京文化会館 岩城宏之 ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

1970/01/24放送 東京厚生年金会館 フルネ、ジャン ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年9月29日の録音？

1981/10/16 NHKホール #851 C チェッカート、アルド ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

1993/12/15 NHKホール
#1219
B

インバル、エリアフ ベルリオーズ 劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17
ゾッフェル、ドリス(alt.)/五十嵐修
(ten.)/ニムスゲルン、ジークムント
(bs.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：佐藤公孝

2001/02/15 NHKホール
#1428
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17

ペツコヴァ、ダグマル(alt.)/ヘニング・
イェンセン、ゲルト(ten.)
/カシュマイユ、ジル(bs.)/二期会合
唱団(chor.)

字幕・対訳：川口義晴

1971/03/29? 東京厚生年金会館 森正 ベルリオーズ
劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17：キャ
ピュレット家の宴会 / 愛の場面

録音日間違い？
同年3月27、28日録音の可能性あり

1979/10/19 NHKホール #791 A ストラウス、ポール ベルリオーズ
劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17：キャ
ピュレット家の宴会 / 愛の場面

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

1964/05/30 東京文化会館 アンセルメ、エルネスト ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

N響臨時演奏会

1965/01/27 東京文化会館 デルヴォー、ピエール ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1967/06/18 小倉市民会館 岩城宏之 ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

1968/07/01 小樽市民会館 岩城宏之 ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

第62回青少年のためのプロムナードコン
サート

2019/10/23 サントリーホール 1923B ソヒエフ、トゥガン ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：鬼火の
メヌエット/ハンガリー行進曲

1987/09/09 NHKホール
#1028
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24

松本美和子(mez.sop.)/小林一男
(ten.)/木村俊光(br.)/勝部太(bs.)/斉
田正子(sop.)/晋友会(chor.)/東京放
送児童合唱団(childrenchor.)

合唱指導：関屋晋、古橋富士雄
原語指導：村田健司

2006/04/08 NHKホール
#1565
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24

ドノーゼ、ルクサンドラ(mez.sop.)/フ
ルラン、ジャン・ピエール(ten.)/ホワ
イト、ウィラード(br.)/佐藤泰弘(bs.)/
天羽明惠(sop.)/二期会合唱団
(chor.)/東京少年少女合唱隊
(chor.)

N響創立80周年記念

1968/09/28 不詳 森正 ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：3つの小
品

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/10/24 東京文化会館 若杉弘 ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲



1953/10/13 日比谷公会堂 #350 マルティノン、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1961/11/22,23,24 東京文化会館 #425 シュヒター、ウィルヘルム ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1962/02/11放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1962/09/20,21,22 東京文化会館 #433 小澤征爾 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1963/04/06 NHKホール(旧) マルティノン、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/04/21 東京文化会館 #446
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1964/10/15 東京文化会館 若杉弘 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1966/09/12,13 東京文化会館 #473 B 岩城宏之 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1969/10/07 神奈川県立音楽堂 フルネ、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1971/06/24 東京厚生年金会館 #562 A 岩城宏之 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1976/06/04 NHKホール #696 C 外山雄三 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1977/04/22 NHKホール #720 B ギーレン、ミヒャエル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1978/05/31 NHKホール #753 A 小林研一郎 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1980/03/01 NHKホール 岩城宏之 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 NHKバレエの夕べ

1981/01/16 NHKホール #829 C 森正 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 尾高尚忠没後30年記念

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
第62回青少年のためのプロムナードコン
サート

1983/02/02 NHKホール #892 B 岩城宏之 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1984/10/05 NHKホール #940 C スラットキン、レナード ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1986/01/08 NHKホール #979 A スタインバーグ、ピンカス ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1986/09/19 NHKホール #998 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1991/02/20 NHKホール
#1135
B

高関健 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1993/09/27
ベルリン・フィ ル
ハーモニー・コン
サートホール

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1995/09/19
Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
ORCHARDSPECIAL'95
N響

1996/04/06 NHKホール
#1289
C

若杉弘 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1996/12/20 NHKホール デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 デュトワ常任指揮者就任記念

1996/12/21 NHKホール デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 デュトワ常任指揮者就任記念

2002/02/14 NHKホール
#1455
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2002/03/08 香港文化センター デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2003/04/11 NHKホール
#1484
C

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2005/09/10 NHKホール
#1548
A

スタインバーグ、ピンカス ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2007/04/18 東京文化会館 小林研一郎 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 東京文化会館公演

2011/02/05 NHKホール
#1694
A

チョン、ミョンフン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2013/04/24 サントリーホール
#1753
B

ビシュコフ、セミョーン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2013/08/25
Saltzburg
Felsenreitsch ule

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 ザルツブルク音楽祭

2015/10/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2016/01/15 NHKホール
#1827
C

ソヒエフ、トゥガン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2018/04/14 NHKホール 1882A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2019/12/06 NHKホール 1928A マテウス、ディエゴ ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1969/10/15 東京文化会館 #529 B フルネ、ジャン ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 白神定典(vla.)

1978/11/08 NHKホール #763 A デルヴォー、ピエール ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 菅沼準二(vla.)

1982/09/16 NHKホール #877 A フムーラ、ガブリエル ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 今井信子(vla.)

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 ズーカーマン、ピンカス(vla.)

2019/01/26 NHKホール 1905C ソヒエフ、トゥガン ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 佐々木亮(vla.)

1989/01/20 NHKホール
#1071
C

ギブソン、アレクサンダー ベルリオーズ 序曲「ウェーヴァリー」 作品1bis

2004/01/15 NHKホール
#1506
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ウェーヴァリー」 作品1bis

1962/03/18放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1982/01/27 NHKホール #860 B ボド、セルジュ ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21



2002/09/12 NHKホール
#1467
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

1988/11/09 NHKホール
#1065
A

アサートン、デーヴィッド ベルリオーズ 序曲「宗教裁判官」 作品3

1985/09/25 NHKホール #968 B ヤノフスキ、マレク ベルリオーズ 序曲「リア王」 作品4

1962/03/23放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1964/01/25 NHKホール(旧) 外山雄三 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/01/22 東京文化会館 デルヴォー、ピエール ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1966/10/09 福山市民会館 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1968/09/28 不詳 森正 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/02/15 埼玉会館 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 第7回県民コンサート

1969/12/13 不詳 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1971/03/02 東京厚生年金会館 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
第2回心身障害児のための〈N響〉慈善演
奏会

1973/07/25 NHKホール(旧) 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 旧NHKさよならコンサート

1976/07/07 NHKホール #697 A 秋山和慶 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1979/11/21 NHKホール #795 B ヴァント、ギュンター ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1981/01/16 NHKホール #829 C 森正 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 尾高尚忠没後30年記念

1988/06/20 サントリーホール スラットキン、レナード ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 岩谷産業70周年記念

2002/06/13 NHKホール
#1463
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 サンクトペテルブルク

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
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

2011/07/15 NHKホール マルッキ、スザンナ ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 N響「夏」

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

2014/11/21 NHKホール
#1794
C

サンティ、ネルロ ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

2019/01/12 NHKホール 1903A ドゥネーヴ、ステファヌ ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

2007/01/27 NHKホール
#1588
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 叙情的情景「クレオパトラの死」 グレーヴス、デニス(mez.sop.)

2019/04/13 NHKホール 1909A フルシャ、ヤクブ ベルリオーズ 叙情的情景「クレオパトラの死」 ジャンス、ヴェロニク(sop.)

2013/12/06 NHKホール
#1770
C

デュトワ、シャルル ベルリオーズ テ・デウム

カイザー、ジョゼフ(ten.)/新国立劇場
合唱団(chor.)/国立音楽大学
(chor.)/NHK東京児童合唱団
(childrenchor.)/勝山雅世(org.)

合唱指揮：冨平恭平(新国立劇場合唱団)/
永井宏(国立音楽大学)
/大谷研二(NHK東京児童合唱団)

2002/12/12 NHKホール
#1476
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ レクイエム 作品5
ヌッツォ、ジョン・健(ten.)/国立音楽
大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/長井則文
正式タイトルは、「死者のための大ミサ曲」

2019/10/23 サントリーホール 1923B ソヒエフ、トゥガン ベルリオーズ 劇的交響曲「ロメオとジュリエット」作品17（抜粋）

2018/04/14 NHKホール 1882A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルワルド 交響曲 第3番 ハ長調 「風変わりな交響曲」

1991/03/08 NHKホール
#1136
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルワルド 交響曲 第4番 変ホ長調

2001/01/11 NHKホール
#1424
A

メルクル、準 ヘンツェ 歌劇「ヴィーナスとアドニス」 (演奏会形式)

スピネッティ、シャロン(sop.)/メリッ
ト、クリス(ten.)/マルムベリィ、ウルバ
ン(br.)/二期会合唱団メンバー
(madrigalists)

バイエルン州立歌劇場委嘱
日本初演創立75周年記念
合唱指導：岩村力
振付：田中泯
舞踏：田中泯/桃花村
字幕・対訳：岩下眞好

1967/12/19 東京文化会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ヘンデル オラトリオ「メサイア」
片野坂栄子(sop.) / 木村宏子 (alt.)
/ 鈴木寛一(ten.) / 大橋国 一(br.) /
国立音楽大学(chor.)

合唱指揮：小林道夫

1979/11/09 NHKホール #793 C ヴァント、ギュンター ヘンデル オルガン協奏曲 ト短調 作品4-1 ロッグ、リオネル(org.)

1973/06/23 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヘンデル オルガン協奏曲 ヘ長調 作品4-4 ラインベルガー、イルジー(org.)
新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1974/03/30 NHKホール 尾高忠明 ヘンデル オルガン協奏曲 変ロ長調 作品7-3
ウェーバージンケ、アマデウス
(org.)

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1963/04/25 東京文化会館 マルティノン、ジャン ヘンデル 合奏協奏曲 ト短調 作品6-6 マルティノン特別演奏会

1972/02/07,08 東京文化会館 #572 A ヴィッヒ、ギュンター ヘンデル 合奏協奏曲 ハ長調

1968/05/08 東京文化会館 #503 B カイルベルト、ヨーゼフ ヘンデル 合奏協奏曲 変ロ長調 作品3-2

1970/10/03放送 東京文化会館 岩城宏之 ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
同年3月10日の録音の可能性あり

1985/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」

1982/04/07 NHKホール #869 A ヴァント、ギュンター ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」：序曲

1967/07/02 岐阜市民会館 岩城宏之 ヘンデル 組曲「水の上の音楽」



1967/07/08 不詳 岩城宏之 ヘンデル 組曲「水の上の音楽」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/07/23 不詳 岩城宏之 ヘンデル 組曲「水の上の音楽」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/08/16 不詳 若杉弘 ヘンデル 組曲「水の上の音楽」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/11/17 NHKホール #615 C ヴィッヒ、ギュンター ヘンデル 組曲「水の上の音楽」

1986/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ヘンデル 組曲「水の上の音楽」第3番 ト長調

1970/07/18 不詳 岩城宏之 ヘンデル ハープ協奏曲 変ロ長調 作品4-6 桑島すみれ(hrp.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1990/09/17 北とぴあ（北区） 外山雄三 ヘンデル ハープ協奏曲 変ロ長調 作品4-6 吉野直子(hrp.) 北とぴあオープニング記念演奏会

1990/11/30 NHKホール
#1127
C

ワルベルク、ハインツ ヘンデル ハープ協奏曲 変ロ長調 作品4-6 吉野直子(hrp.)
カデンツァ：マルセル・グランジャニー
MarcelGrandjany

1958/07/20放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ヘンデル 合奏協奏曲 ト短調 作品6-6
武内智子、岩切博（ｖｌｎ）/藤本英雄
（ｖｌｃ）

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/11/27放送 不詳 山田和男 ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」 ＮＨＫラジオ「皇太子妃祝賀特集番組」

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 ヘンデル(ハーティ) 組曲「王宮の花火の音楽」：序曲
第8回N響ゴールデンポップス映画「ジョン
とメリー」使用曲

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」：第1曲 徳永二男(vln.)/堀正文(vln.)
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/18 福山市民会館 ワルベルク、ハインツ ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」 (抜粋) N響「夏」'88

1992/01/27 サントリーホール 若杉弘 ヘンデル(モーツァルト) オラトリオ「メサイア」
豊田喜代美(sop.)/永井和子(alt.)/近
藤伸政(ten.)/勝部太(bs.)/日本プロ
合唱団連合(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
～モーツァルトとヘンデルの世界K.572

2003/05/16 NHKホール
#1487
C

ペンデレツキ、クシシュトフ ペンデレツキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 「メタモルフォーゼン」 ジュイエ、シャンタル(vln.)

1996/06/18 サントリーホール ペンデレツキ、クシシュトフ ペンデレツキ 交響曲 第3番

日本初演
MusicTomorrow1996プレトーク(18:15～)：
野平一郎/林光/クシシュトフ・ペンデレツ
キ/石田一志(司会)

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 ペンデレツキ 交響曲 第4番 「アダージョ」

MusicTomorrow1995プレトーク(15:15～)：
藤家溪子/猿谷紀郎/菅野由弘/石田一志
(司会)プログラムへの挟み込みによると、
当初の予定から曲順変更

2001/06/23 NHKホール
#1438
C

デュトワ、シャルル ペンデレツキ
コンチェルト・グロッソ―3つのチェロとオーケスト
ラのための(2000/2001)

モルク、トルルス(vlc.)/ペルガメンシ
コフ、ボリス(vlc.)/チャン、ハンナ
(vlc.)

1970/03/10? 東京文化会館 岩城宏之 ペンデレツキ 広島の犠牲者に捧げる哀歌
録音日が違う可能性あり
1970年1月28,29日の録音？

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

ヤノフスキ、マレク ペンデレツキ 広島の犠牲者に捧げる哀歌

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン ボアエルデュー 歌劇「白衣の婦人」：序曲

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ボアエルデュー 歌劇「白衣の婦人」：来たれ、優 しいきみよ リッパート、ヘルベルト(ten.)
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1989/09/07 NHKホール
#1089
A

尾高忠明 ボアエルデュー ハープ協奏曲 ハ長調 吉野直子(hrp.)

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー ボアエルデュー ハープ協奏曲 ハ長調 ドゥ・メストレ、グサヴィエ(hrp.) N響「夏」2005

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン ボイト 歌劇「メフィストーフェレ」：いつかの夜、海の底に テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ボーイト 歌劇「メフィストフェーレ」：はるかなる彼方へ
タッシナーリ、ピア(sop.)/タリアヴィー
ニ、フェルッチョ(ten.)

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 ホーナー＆ジェニングス Ｍｙ　ｈｅａｒｔ　ｗｉｌｌ　ｇｏ　ｏｎ 東儀秀樹(篳篥)/マ、シャオフィ(erhu)
「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

2015/08/02 NHKホール 山下一史 ホーナー、ジェームズ
 My heart will go on（マイ・ハート・ウィル・ゴー・
オン）

May J.(Vocal)
ウィル・ジェニングス作詞
挾間美帆 編曲

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 保科洋 風紋

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ
吹奏楽

2002/02/20 サントリーホール
#1456
B

デュトワ、シャルル 細川俊夫 「海からの声」 N響委嘱世界初演

1993/05/04 サントリーホール 外山雄三 細川俊夫
ヴァイオリンとオーケストラのための「ランドス
ケープ III」

アルディッティ、アーヴィン(vln.)
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow1993プレトーク(18:00～)：
細川俊夫、西村朗、長木誠司(司会)

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 細川俊夫 遠景 I

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)

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン 細川俊夫 遠景Ⅲ～福山の海風景～

1987/05/30 東京文化会館 外山雄三 細川俊夫
独奏ヴァイオリンと2群のオーケストラのための
「時の果てへ…」

数住岸子(vln.)
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

2014/06/27 東京オペラシティ 高関健 細川俊夫 トランペット協奏曲「霧の中で」（2013） ベルワルツ、イエルーン（trp.）
第62回尾高賞受賞曲
MusicTomorrow2014

2013/08/25
Saltzburg
Felsenreitsch ule

デュトワ、シャルル 細川俊夫 嘆き プロハスカ、アンナ(sop.)
ザルツブルク音楽祭委嘱世界初演
ザルツブルク音楽祭

2017/12/13 サントリーホール 1875B デュトワ、シャルル 細川俊夫 嘆き プロハスカ、アンナ(sop.)



2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

尾高忠明 細川俊夫 ハープ協奏曲 「回帰」 吉野直子(hrp.)

2002年第50回尾高賞受賞
MusicTomorrow2002
プレトーク(18:20～)：尾高忠明/松
村禎三/田中カレン/三善晃/白石美雪(司
会)尾高賞50回記念

1963/04/25 東京文化会館 マルティノン、ジャン ボッケリーニ チェロ協奏曲 平井丈一郎(vlc.) マルティノン特別演奏会

1956/12/05 旧NHKホール 齋藤秀雄 ボッケリーニ チェロ協奏曲 変ロ長調 ヘルシャー、ルートヴィヒ(vlc.) ＮＨＫラジオ「希望音楽会」公開収録

2001/09/14 NHKホール
#1440
C

メルクル、準 ボッケリーニ チェロ協奏曲 変ロ長調 ボルケス、クラウディオ(vlc.)

2010/05/26 サントリーホール
#1675
B

下野竜也 ボッケリーニ(ベリオ)
マドリードの夜の帰営ラッパ(ボッケリーニの4つ
のオリジナル版による)

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ホフマイスター ヴィオラ協奏曲 ニ長調：第3楽章 佐々木亮(vla.)
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

2005/07/08 NHKホール
#1546
C

ボレイコ、アンドレイ ボリソワ･オラス 沈黙の王国 日本初演

1969/07/27 東京文化会館 岩城宏之 ホルスト 組曲「惑星」 作品32 東京混声合唱団(femalechor.)

1986/03/07 NHKホール #986 C 秋山和慶 ホルスト 組曲「惑星」 作品32 東京放送児童合唱団(childrenchor.)
合唱指揮：古橋富士雄女声合唱のパート
を児童合唱が演奏

1992/10/01 NHKホール
#1182
A

スタインバーグ、ピンカス ホルスト 組曲「惑星」 作品32 東京混声合唱団(femalechor.)

1996/01/12 NHKホール
#1280
C

アサートン、デーヴィッド ホルスト 組曲「惑星」 作品32 二期会合唱団(femalechor.)

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

デュトワ、シャルル ホルスト 組曲「惑星」 作品32 二期会合唱団(femalechor.) 合唱指導：三澤洋史

2005/02/12 NHKホール
#1535
A

ジャッド、ジェームズ ホルスト 組曲「惑星」 作品32 二期会合唱団(femalechor.)

2005/06/27 東京オペラシティ 佐渡裕 ホルスト 組曲「惑星」 作品32
東京少年少女合唱隊
(femalechor.)/LSTOシニアコア
(femalechor.)

第21回〈東京の夏〉音楽祭2005

2008/12/12 NHKホール
#1635
C

デュトワ、シャルル ホルスト 組曲「惑星」 作品32 二期会合唱団(femalechor.)

2013/06/08 NHKホール
#1757
A

下野竜也 ホルスト 組曲「惑星」 作品32 東京混声合唱団(femalechor.) 合唱指揮：水戸博之

2018/01/27 NHKホール 1878A ウンジャン、ピーター ホルスト 組曲「惑星」 作品32

2012/08/05 NHKホール 山下一史 ホルスト 組曲「惑星」 作品32：火星 / 木星
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)

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 ホルスト 組曲「惑星」 作品32：木星
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

2004/08/29 NHKホール 岩村力 ホルスト 組曲「惑星」 作品32：木星
「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

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 ホルスト 組曲「惑星」 作品32：木星 / 天王星 / 火星 第1回N響ゴールデンポップス

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 ホルスト 組曲「惑星」：木星 ほっとコンサート2017

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ホルスト
吹奏楽のための組曲 第1番 変ホ長調 作品28-
1

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

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 ホルスト 吹奏楽のための組曲 第2番 ヘ長調 作品28-2

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

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1969/05/20 東京文化会館 #526 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1978/03/03 NHKホール 森正 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
第12回N響ゴールデンポップス協奏曲の
夕べ

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2005/06/22 サントリーホール
#1544
B

タン、ドゥン ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り 新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
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

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り ほっとコンサート2019

2004/06/24 NHKホール
#1519
A

タルミ、ヨアフ ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：序曲

2013/05/17 NHKホール
#1755
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：序曲 / ダッタ ン人の踊り

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：夢もなく休息もない ロンドン、ジョージ(br.)

2017/05/19 NHKホール
#1861
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

1977/02/16 NHKホール #714 B ローゼンストック、ジョセフ ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

1981/09/17 NHKホール #847 C マカール、ズデネック ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

1993/11/17 NHKホール
#1216
B

シュタイン、ホルスト ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

1965/08/14 東京文化会館 ダノン、オスカー ボロディン 交響詩「中央アジアの草原で」 N響スラブ音楽の夕べ

2013/11/15 NHKホール
#1767
C

ソヒエフ、トゥガン ボロディン 交響詩「中央アジアの草原で」

1958/04/05 不詳
ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の 踊り ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」



1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ ボロディン(サージェント) 弦楽四重奏曲 第2番：第3楽章
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク ボロディン(ドリュー) 弦楽四重奏曲 第2番：第3楽章
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～弦楽合奏版

1970/06/13 不詳 若杉弘 ポンキエルリ 歌劇「ジョコンダ」：時の踊り NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 ポンキエルリ 歌劇「ジョコンダ」：時の踊り 第13回心身障害児のためのN響演奏会


