
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1969/07/27 東京文化会館 岩城宏之 ガーシュウィン ガーシュイン・オン・ブロードウェイ
小原重徳 & ブルーコーツオー ケス
トラ(Jazz  Band)

南安雄 編曲

1996/05/27 サントリーホール スラットキン、レナード ガーシュウィン キューバ序曲 サントリーホール定期演奏会1996年-I

1978/10/04 NHKホール #759 B 外山雄三 ガーシュウィン コンチェルト・イン・F シーゲル、ジェフリー(pf.)

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク ガーシュウィン コンチェルト・イン・F ドノホー、ピーター(pf.)

1992/12/10 NHKホール
#1188
A

ヤノフスキ、マレク ガーシュウィン コンチェルト・イン・F ヤブロンスキー、ペーテル(pf.)

1996/05/27 サントリーホール スラットキン、レナード ガーシュウィン コンチェルト・イン・F クロスリー、ポール(pf.) サントリーホール定期演奏会1996年-I

2010/11/13 NHKホール
#1685
A

プレヴィン、アンドレ ガーシュウィン コンチェルト・イン・F プレヴィン､アンドレ(pf.)

1990/08/01 NHKホール 山本直純 ガーシュウィン パリのアメリカ人 N響「夏」'90

2003/07/25 NHKホール ジャッド、ジェームズ ガーシュウィン パリのアメリカ人
N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ガーシュウィン ラプソディー・イン・ブルー 反田恭平(pf.) ほっとコンサート2019

1962/03/18放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー 本荘玲子(pf.) ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1988/02/29 サントリーホール 尾高忠明 ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー 羽田健太郎(pf.)
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

1988/06/03,04 NHKホール
#1055
C

スラットキン、レナード ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー シーゲル、ジェフリー(pf.)

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー 山下洋輔(pf.)
「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

2003/07/25 NHKホール ジャッド、ジェームズ ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー コール、ナイダ(pf.)
N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2000/08/25 東京文化会館 デュトワ、シャルル ガーシュウィン(ベネット) 交響絵画「ポーギーとベス」
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサートNHK放送75周年事業

2005/10/26 NHKホール 小澤征爾 ガーシュウィン(ロバーツ) コンチェルト・イン・F

マーカス・ロバーツ・トリオ [ロ バー
ツ、マーカス(pf.) / ゲリン、 ローラン
ド(bass) / マルサリス、 ジェイソン
(drums)]

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)

1955/10/05放送 不詳 コステラネッツ、アンドレ カーン、ジェローム ミュージカル・コメディー「ショー・ボート」 の音楽
ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1973/10/21放送 不詳 秋山和慶 甲斐直彦 バイオリン協奏曲 豊田耕児(vln.) NHKラジオ「現代の音楽」

2012/02/17 NHKホール
#1722
C

ノセダ、ジャナンドレア カゼッラ 交響曲 第2番 ハ短調 作品12

2015/01/21 サントリーホール
#1801
C

ノセダ、ジャナンドレア カゼッラ 交響曲 第3番 作品63

1966/03/28 東京文化会館 #468 A 岩城宏之 カゼッラ スカルラッティアーナ 作品44 本荘玲子(pf.)

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル 金子仁美 Ｎの二乗 (自然・数)
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2007プレトーク(15:20～)：
新実徳英/金子仁美/白石美雪(司会)

1958/12/01放送 不詳 岩城宏之 兼田敏 管弦楽のための交響曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

1964/05/09 日比谷公会堂 岩城宏之 カバレフスキー 「コラ・ブルニョン」組曲 作品24：序曲 N響臨時演奏会

1965/01/11 東京文化会館 #452 デルヴォー、ピエール カバレフスキー 「コラ・ブルニョン」組曲 作品24：序曲

1967/06/18 小倉市民会館 岩城宏之 カバレフスキー 「コラ・ブルニョン」組曲 作品24：序曲

1962/05/05 NHKホール(旧) クルツ、エフレム カバレフスキー 組曲「道化師」 作品26 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/07/04 NHKホール(旧) 岩城宏之 カバレフスキー 組曲「道化師」 作品26 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/03/17 東京文化会館 岩城宏之 カバレフスキー 組曲「道化師」 作品26

1968/03/23放送 東京文化会館 岩城宏之 カバレフスキー
組曲「道化師」 作品26：プロローグ / ギャロップ
/ ガヴォット / スケルツォ / エピローグ

NHKラジオ「ＮＨＫ音楽祭 N響の夕べから」

1974/09/18 NHKホール #639 B 飯守泰次郎 カバレフスキー チェロ協奏曲 第2番 ハ短調 作品77 シャフラン、ダニール(vlc.)

2018/06/20 NHKホール 1890B 尾高忠明 カバレフスキー チェロ協奏曲 第2番 ハ短調 作品77 マリオ・ブルネロ(vlc.)

1961/10/24 東京文化会館 バジーレ、アルトゥーロ カプア オー・ソレ・ミオ デル・モナコ、マリオ(ten.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1993/02/03 NHKホール
#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

カリンニコフ 交響曲 第1番 ト短調

2016/05/20 NHKホール
#1836
Ｃ

ヤルヴィ，ネーメ カリンニコフ 交響曲 第1番 ト短調

1958/11/29 NHKホール(旧) 高田信一 河田洋二 小交響曲 世界初演第27回音楽コンクール作曲部門

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル カントルーブ オーヴェルニュの歌 アップショウ、ドーン(sop.)

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 菅野由弘 崩壊の神話

N響委嘱世界初演
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

2017/06/09 東京オペラシティ レネス、ローレンス 岸野末利加
／オーケストラのための「シェイズ・オブ・オー
カー」

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2017

1994/05/09 サントリーホール 外山雄三 北爪道夫 映照

1994年第42回尾高賞受賞
MusicTomorrow1994
プレトーク(18:00～)：北爪道夫/石井眞木/
石田一志(司会)

2001/05/03 東京オペラシティ タン、ドゥン 北爪道夫 地の風景
2001年第49回尾高賞受賞プレトーク(14:20
～)：北爪道夫/湯浅譲二/Tan,Dun/白石
美雪(司会)



2000/06/08 NHKホール
#1409
A

ギルバート、アラン 北爪道夫 始まりの海から 新星日本交響楽団委嘱

1973/03/20 渋谷公会堂 #600 C 岩城宏之 クセナキス ピアノ協奏曲 「シナッフェ」 高橋悠治(pf.)

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 グッサーゴ ６声のためのソナタ「ラ・ファッカ」
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

2005/06/17 東京オペラシティ タン、ドゥン 国枝春恵 「地上の平和」
佐竹由美(sop.)/早川りさこ
(hrp.)

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2005プレトーク(18:20～)：
TanDun/望月京/国枝春恵/白石美雪(司
会)

1973/09/09 NHKホール エチュアン、ポール グノー 歌劇「ファウスト」

クラウス、アルフレード(ファウスト)/
ギャウロフ、ニコライ(メフィストフェレ
ス)/サッコマーニ、ロレンツォ(ヴァレ
ンティン)/マッツィーニ、グイド(ワー
グナー)/マッツォッタ、パオロ(ワーグ
ナー)/スコット、レナータ(マルガレー
テ)/ダル・ピーヴァ、ミ
レーナ(ジーベル)/ディ・スタジオ、ア
ンナ(マルテ)/日本プロ合唱団連合
(chor.)

NHKホール落成記念公演
LIRICAITALIANA1973
演出：ジャン・ルイ・バロー原演出によりア
ントネルロ・マダウディアツ
振付：ルチアーナ・ノヴァーロ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
美術：ジャック・デュポン
舞台・衣装・小道具：ミラノ「ラ・スカラ座」
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/佐藤功太郎/松
井和彦
バレエ：谷桃子バレエ団/東京シティ・バレ
エ団
協演：東京演劇アンサンブル

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ グノー 歌劇「ファウスト」：バレエ音楽

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン グノー 歌劇「ファウスト」：何と美しいこの姿 テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 グノー 歌劇「ファウスト」：何と美しいこの姿 渡辺葉子(sop.) 朝日ベルサロン特別公演

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン グノー 歌劇「ロメオとジュリエット」：私は夢に生きたい ジョー、スミ(sop.) NHK放送75周年事業

1999/04/14 サントリーホール
#1378
B

デュトワ、シャルル グバイドゥーリナ
イン・ザ・シャドー・オブ・ザ・トゥリー～3つの筝と
琴のための～

沢井一恵(箏&十七弦&ツェン)
N響委嘱世界初演
アメリカ公演プログラム

1994/05/09 サントリーホール 外山雄三 グバイドゥーリナ ヴァイオリン協奏曲「オッフェリトリウム」 数住岸子(vln.)
MusicTomorrow1994プレトーク(18:00～)：
北爪道夫/石井眞木/石田一志(司会)

1976/07/03 NHKホール 森正 クライスラー ウィーン奇想曲 作品2 江藤俊哉(vln.)
第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

2019/10/05 NHKホール 1921A 井上道義 グラス
2人のティンパニストと管弦楽のための協奏的幻
想曲

植松透(timp.)/久保昌一(timp.)

2019/12/06 NHKホール 1928A マテウス、ディエゴ グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 ボリソグレブスキー、ニキータ(vln.)

1964/04/05 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 シュヴァルベ、ミシェル(vln.)
録音日は1964年4月5日となっているが、
同年3月の第445回定期公演の可能性あり

1980/03/05 NHKホール #805 A 岩城宏之 グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 マルコヴィチ、シルヴィア(vln.)

1983/10/28 NHKホール #912 C グシュルバウアー、テオドル グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 藤川真弓(vln.)

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 レーピン、ヴァディム(vln.)

1997/09/17 NHKホール
#1330
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 諏訪内晶子(vln.)

1999/08/30
愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 奥村智洋(vln.)

2012/10/13 NHKホール
#1736
A

マゼール、ロリン グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 キュッヒル、ライナー(vln.)

2016/10/15 NHKホール #1844A
ヴェデル二コフ、アレクサン
ドル

グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 グルズマン、ワディム(vln.)

2014/01/10 NHKホール
#1772
C

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

グラズノフ 演奏会用ワルツ 第1番 作品47

2018/12/01 NHKホール 1900A
ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

グラズノフ 交響曲 第7番 ヘ長調 作品77 「田園」

2014/06/07 NHKホール
#1784
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

グラズノフ 交響詩「ステンカ・ラージン」

1997/09/17 NHKホール
#1330
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

グラズノフ 叙情的な詩 作品12

2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

グラズノフ バレエ音楽「四季」 作品67から「秋」

1993/09/09 NHKホール
#1209
A

外山雄三 グラズノフ
バレエ音楽「レイモンダ」 作品 57：大ワルツ/ ピ
チカート/ ワルツの反復 / 前奏曲と変奏 / パン
トマイム/ スペインのグラン・パ

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、外山雄三に指揮者
変更

2003/10/29 サントリーホール
#1498
B

メルクル、準 グラネルト ブルレスケ 日本初演

1990/04/06 NHKホール
#1109
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46 N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2014/04/18 NHKホール
#1779
C

ヤルヴィ、ネーメ グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第2番 作品55

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 グリーグ 2つの悲しき旋律から「過ぎにし春」 第1回 水曜 夜のクラシック



1976/07/03 NHKホール 森正 グリーグ 2つの悲しい旋律 作品34：過ぎた春

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections
ミュージカル映画「ソング・オブ・ノーウェ
イ」使用曲

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ グリーグ
組曲「十字軍の兵士シグール」 作品56：勝利を
たたえる行進曲

長野オリンピック

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40

1998/02/12 NHKホール
#1344
A

シュタイン、ホルスト グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40：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～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ

1998/12/19 NHKホール
#1369
C

デュトワ、シャルル グリーグ
劇音楽「ペール・ギュント」 作品
23

林隆三(narr.)/釜洞祐子(ソルヴェイ
グ&山羊追いの娘)/平松英子(山羊
追いの娘II)/加納悦子(アニトラ&山
羊追いの娘
III)/二期会合唱団(chor.)

字幕つき
合唱指導：三澤洋史

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 交響的舞曲 作品64

1968/04/09 東京厚生年金会館 岩城宏之 グリーグ ノルウェー舞曲 作品35：第2番 民音4月公演

1960/09/09
Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 松浦豊明(pf.) アスコナ

1960/10/08
Auditorium Foro
Italiano

外山雄三 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 松浦豊明(pf.) ローマ

1966/09/18 福島市公会堂 岩城宏之 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 小林仁(pf.)

1976/03/25 NHKホール 岩城宏之 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 弘中孝(pf.)
第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/09/15 NHKホール ヴィッヒ、ギュンター グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 中村紘子(pf.) 第19回N響ゴールデンポップス

1981/03/28 NHKホール
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 舘野泉(pf.)

1982/06/10 習志野文化ホール 森正 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 花房晴美(pf.)
第63回青少年のためのプロムナードコン
サート北欧の音楽特集

1987/11/01 NHKホール サラステ、ユッカ･ペッカ グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 シェーヤ、スタファン(pf.) ノルディック・フェスティバル

1989/03/03 NHKホール
#1076
C

ドレヴァンツ、ハンス グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 フレイレ、ネルソン(pf.)

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

インバル、エリアフ グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

1998/02/12 NHKホール
#1344
A

シュタイン、ホルスト グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 フォークト、ラルス(pf.)

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 東誠三(pf.) N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2014/06/18 サントリーホール
#1786
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 中野翔太（pf.）

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン グリーグ
ペールギュント「ペール・ギュント」組曲 第1番 作
品46：山の王の宮殿で

N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

1967/10/11 東京文化会館 #490 A 朝比奈隆 グリエール
ハープ協奏曲 変ホ長調 作品
74

ドゥロワ、ヴェラ(hrp.)

2019/01/26 NHKホール 1905C ソヒエフ、トゥガン グリエール
ハープ協奏曲 変ホ長調 作品
74

メストレ、グザヴィエ・ドゥ(hrp.)

2012/06/09 NHKホール
#1730
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

グリエール ホルン協奏曲 変ロ長調 作品91 バボラーク、ラデク(hrn.)

1993/09/15 NHKホール
#1210
B

小泉和裕 グリンカ 歌劇「イワン・スサーニン」：3つの踊り

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

1963/03/15? 東京文化会館 #437 外山雄三 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

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

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1965/08/14 東京文化会館 ダノン、オスカー グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲 N響スラブ音楽の夕べ

1966/10/16 松山市民会館 外山雄三 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1968/03/17 東京文化会館 岩城宏之 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1978/02/09 NHKホール #742 A ワラット、ハンス グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1978/03/03 NHKホール 森正 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲
第12回N響ゴールデンポップス協奏曲の
夕べ

1980/03/19 NHKホール 外山雄三 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

キタエンコ、ドミートリ グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲 第100回記念公演NTT

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

2003/07/03 NHKホール
#1492
A

バーメルト、マティアス グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2005/08/03 NHKホール 山下一史 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：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：茂森あゆみ/高山哲哉

2008/04/05 NHKホール
#1616
A

メルクル、準 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

2011/05/18 サントリーホール
#1702
B

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

2016/01/20 サントリーホール
#1828
B

ソヒエフ、トゥガン グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1974/01/26 NHKホール #621 C 秋山和慶 グリンカ
歌劇「ルスランとリュドミーラ」：リュドミーラのカ
ヴァティーナ

ルデンコ、ベラ(sop.)

1996/06/12 NHKホール
#1297
B

スラットキン、レナード グリンカ 幻想曲「カマリンスカヤ」

2017/05/19 NHKホール
#1861
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

グリンカ 幻想曲「カマリンスカヤ」



2017/09/22 NHKホール 1865C ヤルヴィ、パーヴォ グリンカ 幻想的ワルツ ニ長調 作品77

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

グリンカ バレエ組曲「ガイーヌ」：レスギンカ舞曲 第2回 水曜 夜のクラシック

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー クルーセル クラリネット協奏曲 ヘ短調 作品5 ライスター、カール(cl.)

1981/02/06 NHKホール #832 C シュタイン、ホルスト クルツ トランペット協奏曲 作品23
ラインハート、ギャロル・ドーン
(trp.)

1959/07/01 NHKホール(旧) シュヒター、ウィルヘルム グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

1970/09/15 東京文化会館 バルシャイ、ルドルフ グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

1984/12/05 NHKホール #946 A ノイマン、ヴァーツラフ グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

1966/01/12,13 東京文化会館 #462 A カイルベルト、ヨーゼフ グルック (ワーグナー) 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

2013/10/09 サントリーホール
#1763
B

ノリントン、ロジャー グルック (ワーグナー) 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

1968/04/06 NHKホール(旧) 森正 グルック (ワーグナー) 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1969/07/19 不詳 岩城宏之 グルック（モットル） バレエ組曲 第1番 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 グレイ、バリー
「サンダーバード」：オープニング / トレーシー島
/ サンダーバード・マーチ

ほっとコンサート2016

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 グレグソン サクソフォン協奏曲 須川展也(sax.)
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

2016/11/09 サントリーホール #1847B ジンマン、デーヴィッド グレツキ 交響曲 第3番 作品36 「悲歌のシンフォニー」 コショウスカ、ヨアンナ(sop.)

1995/12/18 サントリーホール 外山雄三 クロイツァー、R. 歌劇「ロドイスカ」：序曲
復活初演
サントリーホール定期演奏会1995年V

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
クンツェ、ミヒャエル 作詞
リーヴァイ、シルヴェスター
作曲

「エリザベート」：私だけに 新妻聖子(Vocal)
ほっとコンサート2017
訳詞：小池修一郎
編曲：挾間美帆

1955/10/05放送 不詳 コステラネッツ、アンドレ ケイ、ハーシー 土曜日の夜
ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス ケウリス ムーヴメント

日本初演
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)

2001/04/18 サントリーホール
#1431
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ゲーゼ 序曲「オシアンの余韻」 作品1

1986/03/07 NHKホール #986 C 秋山和慶 ケルビーニ ホルンと弦楽のための2つのソナタ ヘ長調 ダム、ペーター(hrn.)

1999/06/10 NHKホール
#1382
A

大植英次 糀場富美子 広島レクイエム
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

2018/11/24 NHKホール 1899A 広上淳一 コープランド オルガンと管弦楽のための交響曲 鈴木優人(org.)

2000/02/10 NHKホール
#1400
A

スラットキン、レナード コープランド 交響曲 第3番

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス コープランド サロン・メキシコ

1999/07/01 東京オペラシティ ギルバート、アラン コープランド 静かな町
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時

2004/08/29 NHKホール 岩村力 コープランド 庶民のファンファーレ
「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

1988/06/03,04 NHKホール
#1055
C

スラットキン、レナード コープランド
バレエ音楽「ロデオ」から 「４つのダンス・エピ
ソード

2007/09/19 サントリーホール
#1600
B

プレヴィン、アンドレ コープランド バレエ組曲「アパラチアの春」

2003/07/25 NHKホール ジャッド、ジェームズ コープランド バレエ組曲「ビリー・ザ・キッド」
N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

1967/06/10 東京文化会館 #489 B 岩城宏之 コダーイ ガランタ舞曲

2002/01/12 NHKホール
#1451
C

ヤルヴィ、パーヴォ コダーイ ガランタ舞曲

2012/06/15 NHKホール
#1731
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

コダーイ ガランタ舞曲

2015/12/16 サントリーホール
#1825
B

デュトワ、シャルル コダーイ ガランタ舞曲

1963/02/15 東京文化会館 #436 岩城宏之 コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

1964/03/30 産経ホール
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/12/14 NHKホール #618 B マタチッチ、ロヴロ･フォン コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
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

1995/12/02 NHKホール
#1277
C

デュトワ、シャルル コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
バーンズ、ジェームス
E.(cimbalom)

1963/02/05 東京厚生年金会館 岩城宏之 コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」：間奏曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1995/03/09 NHKホール
#1256
A

外山雄三 コダーイ 小ミサ曲 東京混声合唱団(chor.) 合唱指導：本多優之

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム コダーイ ハンガリーの詩編 作品13 近藤伸政(ten.)/二期会(chor.) 合唱指導：三澤洋史

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム コダーイ ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲

1980/12/12 NHKホール #827 B ワイケルト、ラルフ コダーイ マロシュセーク舞曲

1957/03/22 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ ゴトヴァツ、ヤコブ 交響的コロ舞曲
ＮＨＫラジオ「ローゼンストック告別演奏会」
公開収録

2005/01/14 NHKホール
#1532
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

小林研一郎 パッサカリア



1981/12/16 NHKホール #858 A コシュラー、ズデニェク コホウテク 祝典序曲

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ コムザーク ワルツ「バーデンの娘たち」 ウィーン音楽特集

1961/01/01 文京公会堂 岩城宏之 小山清茂 管弦楽のための木挽歌

1981/01/07 NHKホール 森正 小山清茂 木挽歌 第26回N響ゴールデンポップス

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 小山清茂 木挽歌

1996/06/01 NHKホール
#1295
C

スラットキン、レナード コリリャーノ エレジー

1988/04/07 NHKホール
#1050
A

グラーフ、ハンス コリリャーノ クラリネット協奏曲
ストルツマン、リチャード(cl.)/
堀正文(vln.)

2002/06/19 サントリーホール
#1464
B

デュトワ、シャルル コリリャーノ 交響曲 第1番

1995/12/02 NHKホール
#1277
C

デュトワ、シャルル コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ジュイエ、シャンタル(vln.)

2005/02/23 サントリーホール
#1537
B

ノセダ、ジャナンドレア コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 カヴァコス、レオニダス(vln.)

2019/11/30 NHKホール 1927C 鈴木優人 コレッリ（鈴木優人）
合奏協奏曲 第8番 ト短調
 「クリスマス協奏曲」

2019/11/30 NHKホール 1927C 鈴木優人 コレッリ（鈴木優人）
交響曲 第5番 ニ短調 作品107 「宗教改革」(初
稿/1830)

1966/11/08 東京文化会館 #474 A 森正 コレルリ 合奏協奏曲 ニ長調 作品6-1
田中千香士(vln.)/坂本玉明
(vln.)/小野崎純(vlc.)

1958/11/29 NHKホール(旧) 高田信一 金光威和雄 小交響曲 世界初演第27回音楽コンクール作曲部門

1958/12/01放送 不詳 岩城宏之 金光威和雄 交響曲 第２番
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

2014/06/27 東京オペラシティ 高関健 権代敦彦
Utopia（ユートピア）～どこにもない場所～作品
142（2014）

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2014

2003/07/09 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 権代敦彦
愛の儀式―構造と技法― 作品
70

宮田まゆみ(笙)
MusicTomorrow2003プレトーク(18:20～)：
湯浅譲二、新実徳英、権代敦彦、
MatthiasBamert、白石美雪(司会)

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー 近藤譲 桑 サウスバンク・センター委嘱

1976/10/10放送 不詳 小松一彦 近藤譲 鳥楽器の役割 NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1991/04/30 サントリーホール 岩城宏之 近藤譲 林にて

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

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 近藤譲 牧歌
N響委嘱世界初演
MusicinFuture1989プレトーク(18:00～)：細
川俊夫/一柳慧/近藤譲/佐野光司(司会)


