
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1964/02/03 東京文化会館 #444 岩城宏之 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1968/05/29 東京文化会館 #506 A 外山雄三 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1973/01/12 東京文化会館 #592 A スウィトナー、オットマール マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1975/05/14 NHKホール #662 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1977/10/21 NHKホール #732 C 岩城宏之 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1979/12/12 NHKホール #798 B
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1984/01/20 NHKホール #921 C スウィトナー、オットマール マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1985/10/16 NHKホール #971 B ペリック、クリストフ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1987/10/16,17 NHKホール
#1033
C

カリーディス、ミルティアデス マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1989/04/07 NHKホール
#1079
C

十束尚宏 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1990/09/17 北とぴあ（北区） 外山雄三 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 北とぴあオープニング記念演奏会

1990/11/15 NHKホール
#1125
A

ノイマン、ヴァーツラフ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1997/02/08 NHKホール
#1313
C

スタインバーグ、ピンカス マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1999/04/08 NHKホール
#1377
A

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 NHK放送75周年事業

2001/09/19 サントリーホール
#1441
B

広上淳一 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2002/10/10 NHKホール
#1470
A

タルミ、ヨアフ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2003/09/19 NHKホール
#1495
C

飯森範親 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2011/04/22 NHKホール
#1698
C

ノリントン、ロジャー マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 マーラー没後100年

2015/02/07 NHKホール
#1802
A

ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2017/04/15 NHKホール
#1858
A

ルイージ、ファビオ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

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

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1979/01/12 NHKホール #769 A スウィトナー、オットマール マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
曽我栄子(sop.)/辻宥子(alt.)/
国立音楽大学(chor.)

合唱指揮：佐藤公孝

1987/07/02 NHKホール
#1027
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
佐藤しのぶ(sop.)/シニャフスカヤ、タ
マーラ(alt.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：佐藤公孝

1991/11/14 NHKホール
#1155
A

尾高忠明 マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
豊田喜代美(sop.)/伊原直子
(alt.)/二期会合唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋史

2000/04/06 NHKホール
#1403
A

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
小畑真知子(sop.)/寺谷千枝子
(mez.sop.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/佐藤公孝

2003/10/23 NHKホール
#1497
A

メルクル、準 マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
カウネ、ミカエラ(sop.)/ブラウン、リオ
バ(mez.sop.)/二期会合唱団(chor.)

NHK音楽祭
合唱指揮：森口真司

2010/11/19 NHKホール
#1686
C

シュテンツ、マルクス マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
リボーア、クリスティアーネ(sop.)/
フォンドゥング、アンケ(alt.)/東京音
楽大学(chor.)

マーラー生誕150周年

2015/10/03 NHKホール
#1817
A

ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
ウォール、エリン(sop.)/パーキシ
ヴィ、リリ(alt.)/東京音楽大学(chor.)

2020/1/11 NHKホール 1930A エッシェンバッハ、クリストフ マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
モンタルヴォ、マリソル(sop.)/藤村実
穂子(mez-sop.)/新国立劇場合唱団
(chor.)

1982/10/06 NHKホール #880 A ペリック、クリストフ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
伊原直子(alt.)/国立音楽大学
(chor.)/国立音楽大学附属小学校
(childrenchor.)

合唱指揮：佐藤公孝/金子ミヨ/尾原敏子

1984/12/12 NHKホール #947 B ノイマン、ヴァーツラフ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
伊原直子(alt.)/上野学園大学音楽
学部(chor.)/国立音楽大学附属小学
校(children'schor.)

合唱指揮：島塚光/尾原敏子

1987/02/12 NHKホール
#1014
A

ベルティーニ、ガリー マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
伊原直子(mez.sop.)/国立音楽大学
(chor.)/国立音楽大学附属小学校
(childrenchor.)

合唱指導：長井則文、尾原敏子

1990/01/24 NHKホール
#1102
B

サロネン、エサ･ペッカ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
伊原直子(alt.)/二期会(chor.)/
東京少年少女合唱隊(chor.)

合唱指導：河地良智/長谷川冴子

1993/12/09 NHKホール
#1218
A

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
ゾッフェル、ドリス(alt.)/晋友会
(chor.)/東京放送児童合唱団(chor.)

合唱指導：関屋晋/古橋富士雄

2011/02/11 NHKホール
#1695
C

チョン、ミョンフン マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
藤村実穂子(alt.)/新国立劇場合唱
団(chor.)/東京少年少女合唱隊
(chor.)

マーラー没後100年
合唱指揮（新国立劇場合唱団）：三澤洋史
合唱指揮(東京少年少女合唱隊)：長谷川
久恵

2015/12/11 NHKホール
#1824
C

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
レンメルト、ビルギット(alt.)/東京音
楽大学(chor.)/ＮＨＫ東京児童合唱
団(chor.)

2016/10/06 サントリーホール ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
デ・ヤング、ミシェル（mez.sop.）/東
京音楽大学chor.)/NHK東京児童合
唱団(chor.)

1974/03/15 NHKホール #626 B スウィトナー、オットマール マーラー 交響曲 第4番 ト長調 伊藤京子(sop.)



1980/09/12 NHKホール #817 C ケーゲル、ヘルベルト マーラー 交響曲 第4番 ト長調
カサピエートラ、チェレスティーナ
(sop.)

1985/06/19 NHKホール #965 B ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第4番 ト長調 大倉由紀枝(sop.)

1988/09/02,03 NHKホール
#1058
C

サロネン、エサ･ペッカ マーラー 交響曲 第4番 ト長調 釜洞祐子(sop.)

1989/04/28 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ヴァラディ、ユリア(sop.)

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 マーラー 交響曲 第4番 ト長調
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1991/02/08 NHKホール
#1133
C

広上淳一 マーラー 交響曲 第4番 ト長調 三縄みどり(sop.)

1995/04/13 NHKホール
#1259
A

フォスター、ローレンス マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ヘンドリックス、バーバラ(sop.)

1996/06/01 NHKホール
#1295
C

スラットキン、レナード マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ホーヘンフェルト、リンダ(sop.)

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

プレヴィン、アンドレ マーラー 交響曲 第4番 ト長調 アレキサンダー、ロバータ(sop.)

2001/04/28 NHKホール
#1432
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第4番 ト長調 中嶋彰子(sop.)

2003/11/27 NHKホール
#1501
A

ツァグロゼク、ローター マーラー 交響曲 第4番 ト長調
バラインスキ、クラウディア
(sop.)

2007/02/10 NHKホール
#1589
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

マーラー 交響曲 第4番 ト長調 エク、クララ(sop.)

2011/11/26 NHKホール
#1714
A

メルクル、準 マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ハルプヴァクス、ダニエレ(sop.)
指揮者イルジー・コウトにかわり、準・メル
クルが出演

2014/05/28 サントリーホール
#1783
B

広上淳一 マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ローザ、フェオラ（sop.）

2016/04/27 サントリーホール
#1834
B

スラットキン、レナード マーラー 交響曲 第4番 ト長調 安井陽子(sop.)

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第4番 ト長調 リヒター、アンナ・ルチア(sop.)

1967/03/08 東京文化会館 #483 B 外山雄三 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1977/06/08 NHKホール #725 B ワルベルク、ハインツ マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1982/02/17 NHKホール #864 B アルブレヒト、ゲルト マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1985/02/13 NHKホール #953 B 山田一雄 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調
『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、山田一雄に指揮者変更

1985/12/05 NHKホール #976 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1989/09/07 NHKホール
#1089
A

尾高忠明 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1993/05/27 NHKホール
#1203
A

スラットキン、レナード マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1997/06/12 NHKホール
#1326
A

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2000/09/28 NHKホール
#1413
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2003/12/11 NHKホール
#1503
A

ザネッティ、マッシモ マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2006/09/02 NHKホール
#1574
A

外山雄三 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2008/09/13 NHKホール
#1625
A

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2010/02/12 NHKホール
#1668
C

ビシュコフ、セミョーン マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2013/06/19 サントリーホール
#1759
B

チョン、ミョンフン マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2019/09/20 NHKホール 1919C ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2015/11/14 NHKホール
#1820
A

マテウス、ディエゴ マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調：アダジェット

1983/02/02 NHKホール #892 B 岩城宏之 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調：第4楽章

1975/02/05 NHKホール #652 A ギーレン、ミヒャエル マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1986/06/11 NHKホール #994 A 若杉弘 マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1992/02/19 NHKホール
#1165
B

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1996/05/22 NHKホール
#1294
B

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1999/02/11 NHKホール
#1373
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

2004/05/13 NHKホール
#1515
A

サラステ、ユッカ･ペッカ マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

2010/06/16 サントリーホール
#1678
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」 マーラー生誕150周年

1977/04/08 NHKホール #718 C ギーレン、ミヒャエル マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

1989/03/09 NHKホール
#1077
A

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

1997/09/11 NHKホール
#1329
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2013/01/11 NHKホール
#1745
C

ジンマン、デーヴィッド マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2018/02/10 NHKホール 1879A ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」



1992/01/16 NHKホール
#1161
A

若杉弘 マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

佐藤しのぶ(sop.)/松本美和子
(sop.)/三縄みどり(sop.)/伊原直子
(alt.)/永井和子(alt.)/伊達英二
(ten.)/木村俊光(br.)/高橋啓三(bs.)/
晋友会(chor.)/東京放送児童合唱団
(chor.)

合唱指導：関屋晋

2011/12/03 NHKホール
#1715
A

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

ウォール、エリン(sop.)/中嶋彰子
(sop.)/天羽明惠(sop.)/ナエフ、イ
ヴォンヌ(alt.)/シェーファー、スザン
ネ(alt.)/ヴィラーズ・ジョン(ten.)/青山
貴(br.)/レマル、ジョナサン(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)/NHK東京児童合
唱団(chor.)

クリスティーネ・ブリューワーにかわり、エリ
ン・ウォールが出演ポール・クローヴズに
かわり、ジョン・ヴィラーズが出演メラニー・
ディーナーにかわり中嶋彰子が出演
合唱指揮(東京混声合唱団)：松井慶太
合唱指揮（NHK東京児童合唱団)：加藤洋
朗

2016/09/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

ウォール、エリン(sop.)/ミード、アン
ジェ(sop.)/ボイル、クラウディア
(sop.)/ダライマン、カタリーナ(alt.)/
ペーボ、アンネリー(alt.)/シャーデ、ミ
ヒャエル(ten.)/ナジ、ミヒャエル(br.)/
アンガー、アイン(bs.)/新国立劇場合
唱団(chor.)/栗友会合唱団
(chor.)/NHK東京児童合唱団(chor.)

1987/01/28 NHKホール
#1012
B

ボド、セルジュ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1989/12/14 NHKホール
#1099
B

若杉弘 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1992/11/11 NHKホール
#1186
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1994/09/25
Symphony Hall
Birmingham

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 バーミンガム

1994/09/28
Palais des Beaux
Arts

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 ブリュッセル

2000/01/26 サントリーホール
#1398
B

フィッシャー、イヴァン マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2006/09/08 NHKホール
#1575
C

若杉弘 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2008/02/15 NHKホール
#1614
C

チョン、ミョンフン マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2010/04/10 NHKホール
#1670
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 マーラー生誕150周年

2012/09/15 NHKホール
#1733
A

プレヴィン、アンドレ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1974/11/21 NHKホール #645 B クレー、ベルンハルト マーラー 交響曲 第10番

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー 交響曲 第10番

1998/01/16 NHKホール
#1341
C

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第10番

2006/12/08 NHKホール
#1584
C

ツァグロゼク、ローター マーラー 交響曲 第10番

2009/01/16 NHKホール
#1638
C

ジンマン、デーヴィッド マーラー 交響曲 第10番

2011/11/11 NHKホール
#1712
C

シナイスキー、ワシーリ マーラー 交響曲 第10番
指揮者イルジー・コウトにかわり、ワシー
リ・シナイスキーが出演

1970/10/19 東京厚生年金会館 #546 A ウェラー、ワルター マーラー 交響曲「大地の歌」
丹羽勝海(bs.)/長野羊奈子
(alt.)

1985/04/24 NHKホール #959 B クロブチャール、ベリスラフ マーラー 交響曲「大地の歌」 伊原直子(alt.)/小林一男(ten.)

1989/06/28 NHKホール
#1087
B

タバシュニク、ミシェル マーラー 交響曲「大地の歌」 伊原直子(alt.)/川上洋司(ten.)

1990/09/26 NHKホール
#1120
A

外山雄三 マーラー 交響曲「大地の歌」
ファスベンダー、ブリギッテ(alt.)
/アライサ、フランシスコ(ten.)

1998/01/16 NHKホール
#1341
C

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲「大地の歌」
ゾッフェル、ドリス(alt.)/ガンビル、ロ
バート(ten.)

2003/11/07 NHKホール
#1499
C

広上淳一 マーラー 交響曲「大地の歌」
加納悦子(mez.sop.)/リタカー、ドナ
ルド(ten.)

2011/11/11 NHKホール
#1712
C

シナイスキー、ワシーリ マーラー 交響曲「大地の歌」
マーンケ、クラウディア(alt.)/トレレー
ベン、ジョン(ten.)

指揮者イルジー・コウトにかわり、ワシー
リ・シナイスキーが出演

2008/07/06 サントリーホール 沼尻竜典 マーラー 交響曲「大地の歌」：「告別」 河野克典(br.)
新・歌物語vol.10「マーラーの世界」河野克
典バリトン・リサイタル

2019/06/08 NHKホール 1915A ヤルヴィ、パーヴォ マーラー こどもの不思議な角笛 ゲルネ、マティアス(br.)

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー
こどもの不思議な角笛：トランペットが美しく鳴り
響くところ / ラインの伝説

伊原直子(alt.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

2008/07/06 サントリーホール 沼尻竜典 マーラー
こどもの不思議な角笛：ラインの伝説 / 高い知
性への賛歌

河野克典(br.)
新・歌物語vol.10「マーラーの世界」河野克
典バリトン・リサイタル

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー
こどもの不思議な角笛：魚に説教するパドバの
聖アントニオ / 原光

伊原直子(alt.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー
こどもの不思議な角笛：高い知性への賛歌 / 魚
に説教するパドバの聖アントニオ / 誰がこの歌
を作ったか

ヴァイクル、ベルント(br.)

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー
最後の七つの歌：死んだ鼓手 /
少年鼓手

ヴァイクル、ベルント(br.)

1960/10/24 Salle Pleyel クレツキ、パウル マーラー さすらう若者の歌
フィッシャー・ディースカウ、ディートリ
ヒ(br.)

パリ

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)

2008/01/23 サントリーホール
#1612
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー さすらう若者の歌
ゲルハーヘル・クリスティアン
(br.)

2008/07/06 サントリーホール 沼尻竜典 マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)
新・歌物語vol.10「マーラーの世界」河野克
典バリトン・リサイタル



2011/04/22 NHKホール
#1698
C

ノリントン、ロジャー マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)
マーラー没後100年バリトンは当初予定さ
れていたディートリヒ・ヘンシェル(br.)から
河野克典(br.)に変更

1959/07/01 NHKホール(旧) シュヒター、ウィルヘルム マーラー 亡き子をしのぶ歌 中山悌一(br.)

1976/12/08 NHKホール #707 B ライトナー、フェルディナント マーラー 亡き子をしのぶ歌 ソウクポヴァー、ヴェラ(alt.)

1995/07/29 サントリーホール 大野和士 マーラー 亡き子をしのぶ歌 小松英典(br.)
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

2016/02/06 NHKホール
#1829
A

ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 亡き子をしのぶ歌 ゲルネ、マティアス(br.)

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー リュッケルトによる5つの歌
ペツコヴァー、ダグマル
(mez.sop.)

2011/11/26 NHKホール
#1714
A

メルクル、準 マーラー リュッケルトによる5つの歌 ハルプヴァクス、ダニエレ(sop.)
指揮者イルジー・コウトにかわり、準・メル
クルが出演

2015/11/14 NHKホール
#1820
A

マテウス、ディエゴ マーラー リュッケルトによる5つの歌 ロイヤル、ケイト(sop.)

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー 花の章

2011/04/22 NHKホール
#1698
C

ノリントン、ロジャー マーラー 花の章 マーラー没後100年

1987/01/08 NHKホール 外山雄三 マイアベーア 歌劇「ディノラ」：影の歌 佐橋美起(sop.) 第13回若い芽のコンサート

1988/06/03,04 NHKホール
#1055
C

スラットキン、レナード マクダウェル ピアノ協奏曲 第2番 ニ短調 作品23 シーゲル、ジェフリー(pf.)

1996/06/06 NHKホール
#1296
A

スラットキン、レナード マクティー サーキット

2004/07/04 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ マクミラン イゾベル・ゴーディの告白

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

2012/06/29 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ マクミラン ヴァイオリン協奏曲 諏訪内晶子(vln.)
日本初演
MusicTomorrow2012

2003/04/17 NHKホール
#1485
A

デュトワ、シャルル マクミラン 交響曲 第3番「沈黙」
N響＆BBC委嘱
世界初演

1998/06/02 サントリーホール 尾高忠明 マクミラン 交響曲「Vigil  (復活徹夜祭)」
日本初演プレトーク(18:20～)：三善晃/石
田一志(司会)

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 マスカーニ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：タイボルトの死 / モンタ
ギュー家とキャピュレット家 / 踊り / 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

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ マスカーニ 歌劇「イリス」：太陽の賛歌 新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

1961/10/21 東京文化会館 モレルリ、ジュゼッペ マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」

シミオナート、ジュリエッタ(サントゥッ
ツァ)/エレディア、レナータ(サントゥッ
ツァ)/ディ・スタジオ、アンナ(ローラ)/
ロ・フォレーゼ、アンジェロ(トゥリッ
ドゥ)/ドラーツィ、アッティリオ(アル
フィオ)/ピーニ、アマリア(ルチア)/東
京放送合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)/
東京コラリアーズ
(chor.)

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

1976/09/02 NHKホール
デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」

コッソット、フィオレンツァ(mez.sop.)/
ノヴィエルリ、ガブリエルラ(sop.)/ドミ
ンゴ、プラシド(ten.)/ドラーツィ、アッ
ティリオ(br.)/ヴェルリ、ネッラ
(mez.sop.)/日本合唱協会
(chor.)

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲

1968/08/17 不詳 森正 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲
「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲 NHK音楽祭

2004/08/29 NHKホール 岩村力 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲
「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

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2015/08/02 NHKホール 山下一史 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ マスカーニ 歌劇「仮面」：序曲

2005/12/10
横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ マスカーニ 歌劇「仮面」：序曲 横浜定期演奏会

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ マスカーニ 歌劇「わが友フリッツ」：涙と苦しみしか残らない
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

マスカーニ
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：ママも知る
とおり

タッシナーリ、ピア(sop.)

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲 N響「夏」2005

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲 ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲 田中千香士(vln.)
「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲 第13回心身障害児のためのN響演奏会

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲



2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲 前橋汀子(vln.)
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

1968/11/30? 不詳 森正 マスネ 組曲「絵のような風景」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「Ｎ響ニューイヤーコンサート」
1968年11月30日録音となっているが、同
年11月23日公開収録の録音の可能性あり

1984/03/14 NHKホール #926 B マタチッチ、ロヴロ･フォン マタチッチ 対決の交響曲

1958/12/01放送 不詳 岩城宏之 松下眞一 ピアノと管弦楽のための交響的作品
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」

1980/03/05 NHKホール #805 A 岩城宏之 松平頼暁
マリンバとオーケストラのための「オシレーショ
ン」

高橋美智子(marimba) 1980年第28回尾高賞受賞

1980/03/07 NHKホール #806 B 岩城宏之 松平頼暁
マリンバとオーケストラのための「オシレーショ
ン」

高橋美智子(marimba)

1959/11/28
都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ 松平頼則 舞楽のための序曲と終曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1969/03/01 東京文化会館 #518 A 岩城宏之 松村禎三 管弦楽のための前奏曲 1968年度第17回尾高賞受賞

1975/10/15 NHKホール #672 B 外山雄三 松村禎三 管弦楽のための前奏曲

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

尾高忠明 松村禎三 管弦楽のための前奏曲
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

1987/05/30 東京文化会館 外山雄三 松村禎三 チェロ協奏曲 上村昇(vlc.)
1983年日本フィルハーモニー25周年記念
委嘱第13回民音現代作曲音楽祭

1973/11/04放送 不詳 岩城宏之 松村禎三 ピアノ協奏曲 第1番 野島稔(pf.) NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1979/03/14 NHKホール #775 A 岩城宏之 松村禎三 ピアノ協奏曲 第2番 神谷郁代(pf.) 1978年度第27回尾高賞受賞

1979/03/28 NHKホール #777 B 岩城宏之 松村禎三 ピアノ協奏曲 第2番 神谷郁代(pf.)

1980/03/14 NHKホール #807 C 外山雄三 松村禎三 ピアノ協奏曲 第2番 野島稔(pf.)

1957/11/24 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム 間宮芳生
「朳 (えんぶり)」オーケストラの ための2つのタブ
ロー

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/09/04 モスクワ音楽院 外山雄三 間宮芳生
「朳 (えんぶり)」オーケストラのための2つのタブ
ロー

モスクワ

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 間宮芳生
「朳 (えんぶり)」オーケストラのための2つのタブ
ロー

ワルシャワ

1960/09/22 ムジークハレ 岩城宏之 間宮芳生
「朳 (えんぶり)」オーケストラのための2つのタブ
ロー

ハンブルク

1969/10/29,30 東京文化会館 #531 B 岩城宏之 間宮芳生 オーケストラのための二つのタ ブロー '65

1965/10/30 東京文化会館 外山雄三 間宮芳生 オーケストラのための二つのタブロー '65 世界初演第20回文部省芸術祭

1966/02/22,23 東京文化会館 #466 A 外山雄三 間宮芳生 オーケストラのための二つのタブロー '65 1965年度第14回尾高賞受賞

1967/03/07,08 東京文化会館 #483 B 外山雄三 間宮芳生 オーケストラのための二つのタブロー '65

1982/03/24 NHKホール #867 B 外山雄三 間宮芳生
合唱とオーケストラのためのコンポジション 第4
番 「子供の領分」

東京放送児童合唱団(childrenchor.)

1956/01/08放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

間宮芳生 ピアノ協奏曲 第1番 田村宏(pf.) ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1970/10/30放送 不詳 森正 間宮芳生 ピアノ協奏曲 第2番 野島稔(pf.) 芸術祭参加

1971/03/20 東京厚生年金会館 #556 A 森正 間宮芳生 ピアノ協奏曲 第2番 野島稔(pf.) 1970年度第19回尾高賞受賞

1972/03/27 東京文化会館 #575 B 森正 間宮芳生 ピアノ協奏曲 第2番 野島稔(pf.)

1960/10/25 Salle Pleyel 岩城宏之 間宮芳生
「朳 (えんぶり)」オーケストラの ための2つのタブ
ロー

パリ

1968/11/12 東京厚生年金会館 外山雄三 間宮芳生 ヴァイオリン協奏曲 第1番 黒沼ユリ子(vln.)
現代日本の作品の夕べ―ヴァイオ リン協
奏曲―

1958/05/25放送 不詳 外山雄三 間宮芳生 交響曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（１）」

1966/09/10放送 不詳 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1967/03/02 東京文化会館 #482 A 外山雄三 黛敏郎 BUGAKU (舞楽) 1966年度第15回尾高賞受賞

1968/03/29 東京文化会館 #501 B 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

1969/10/24 東京文化会館 #530 A 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

1970/03/15
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

1979/09/07 Perth Concert Hall 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽) パース

1980/03/01 NHKホール 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽) NHKバレエの夕べ

1989/08/30
Bunkamura オー
チャードホール

岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

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

1960/08/28放送 不詳 岩城宏之 黛敏郎 越後獅子 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/09/13 ウィーン楽友協会 岩城宏之 黛敏郎 越後獅子

1980/03/01 NHKホール 岩城宏之 黛敏郎 越後獅子 NHKバレエの夕べ

1964/10/10 東京文化会館 岩城宏之 黛敏郎 音楽の誕生
世界初演オリンピック東京大会記念・NHK
交響楽団特別演奏会



1964/10/19? スタジオ録音 岩城宏之 黛敏郎 音楽の誕生 芸術祭参加作品

1957/11/24 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム 黛敏郎 カンパノロジー（後の涅槃交響曲 第1楽章） ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1982/10/18 東京文化会館 岩城宏之 黛敏郎 金閣寺
中村邦子(sop.)/中村健(ten.)/宮原
昭吾(bs.)/日本プロ合唱団連合
(chor.)

作曲家・個展’82「黛敏郎」

1962/06/12 杉並公会堂 小澤征爾 黛敏郎 交響詩「輪廻 (さむさーら)」
世界初演 NHKラジオ＆テレビコンサート
(公開収録)

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 黛敏郎 交響詩「輪廻 (さむさーら)」

1967/11/29 東京文化会館 森正 黛敏郎 呪 (しゅ)
世界初演
現代日本の作品の夕べ

1957/09/01放送 不詳 黛敏郎 黛敏郎 トーンプレロマス55 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/04/06放送 スタジオ録音 岩城宏之 黛敏郎 涅槃交響曲 東京コラリアーズ(chor.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/04/18 不詳 シュヒター、ウィルヘルム 黛敏郎 涅槃交響曲
国立音楽大学(chor.)/東京コラリ
アーズ(chor.)/二期会(chor.)
/日本大学合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1972/03/19 東京文化会館 岩城宏之 黛敏郎 涅槃交響曲 日本プロ合唱団連合(chor.) 第11回NHK音楽祭―第3夜N響の夕べ

1978/02/04 NHKホール 外山雄三 黛敏郎 涅槃交響曲 日本合唱協会(chor.) 合唱指揮：田中信昭

1982/10/18 東京文化会館 岩城宏之 黛敏郎 涅槃交響曲 日本プロ合唱団連合(chor.) 作曲家・個展’82「黛敏郎」

1960/03/31 杉並公会堂 岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/09/01
ヴィギャン・ バーワ
ン

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ニューデリー

1960/09/09
Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 アスコナ

1960/09/15
ブラチスラヴァ・フィ
ルハーモニア

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ワルシャワ

1960/09/26
Kongress- Saal
Deutsches
Museum

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ミュンヘン

1960/10/07
Auditorium Foro
Italiano

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ローマ

1960/10/25 Salle Pleyel 岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 パリ

1976/10/13 NHKホール #701 B 山田一雄 黛敏郎 曼荼羅交響曲

2006/09/13 サントリーホール
#1576
B

若杉弘 黛敏郎 曼荼羅交響曲
当初この公演は岩城宏之が指揮予定だっ
たが、2006年6月に急逝したため、若杉弘
と外山雄三に指揮者が変更になった

1960/01/24 杉並公会堂 シュヒター、ウィルヘルム マルタン
7つの管楽器と弦楽とティンパニのための協奏
曲

高橋安治(fl.)/川本守人(ob.)/三島勝
輔(cl.)/山畑馨(fg.)/千葉馨(hrn.)/金
石幸夫(trp.)/伊藤清(trb.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1985/11/13 NHKホール #974 B シュタイン、ホルスト マルタン
7つの管楽器と弦楽とティンパニのための協奏
曲

宮本明恭(fl.)/小島葉子(ob.)/浜中浩
一(cl.)/岡崎耕治(fg.)/津堅直弘
(trp.)/松﨑裕(hrn.)/神谷敏(trb.)

1963/05/20 東京文化会館 #439 マルティノン、ジャン マルタン 小協奏交響曲
山畑松枝(hrp.)/本荘玲子
(harpsi.)/井上二葉(pf.)

1976/04/30 NHKホール #688 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

マルタン 小協奏交響曲
本荘玲子(harpsi.)/桑島すみれ
(hrp.)/サヴァリッシュ、ウォルフガン
グ(pf.)

1998/03/27,28 NHKホール
#1346
C

デュトワ、シャルル マルタン 小協奏交響曲
吉野直子(hrp.)/上田晴子(pf.)
/本荘玲子(harpsi.)

1969/05/09 東京厚生年金会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン マルチェルロ 合奏協奏曲 ヘ長調 作品1-4
田中千香士(vln.)/堀伝(vln.)/
奥邦夫(Va)/小野崎純(vlc.)

1968/01/31 東京文化会館 #498 A ディクソン、ディーン マルティヌー 2つのオーケストラのための協奏交響曲

1975/05/14 NHKホール #662 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

マルティヌー 交響曲 第4番

1984/09/12 NHKホール #937 A
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マルティヌー 交響曲 第4番

2007/12/07 NHKホール
#1608
C

ギルバート、アラン マルティヌー 交響曲 第4番

1986/11/19 NHKホール
#1006
B

ノイマン、ヴァーツラフ マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

2005/12/02 NHKホール
#1556
C

コウト、イルジー マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マルティヌー ニッポナーリ (日本の和歌による7つの歌)
ペツコヴァー、ダグマル
(mez.sop.)

1992/06/24 NHKホール
#1177
B

タバシュニク、ミシェル マルティヌー ラプソディ・コンチェルト ツィンマーマン、タベア(vla.)

2017/01/28 NHKホール #1855A 下野竜也 マルティヌー リディツェへの追悼

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ マルトゥッチ ノヴェレッテ 作品82-2

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ マルトゥッチ ノットゥルノ 作品70-1

2007/08/05 NHKホール 山下一史 マンジョーネ(岩井直溥) サンチェスのこどもたち 津堅直弘(trp.)

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

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル マントヴァーニ タイム・ストレッチ～ジェズアルドの作品を下地に
日本初演
MusicTomorrow2007プレトーク(15:20～)：
新実徳英/金子仁美/白石美雪(司会)



1974/10/19放送 不詳 秋山和慶 三木稔 破の曲 箏とオーケストラのための協奏曲 野坂恵子(箏) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1973/03/27 東京郵便貯金会館 若杉弘 水野修孝 オーケストラのための1966 改訂初演現代の音楽展'73第4夜

1973/03/27 東京郵便貯金会館 若杉弘 南弘明 ソプラノと管弦楽のための「七夕の歌」 瀬山詠子(sop.) 現代の音楽展'73第4夜

1981/01/07 NHKホール 森正 宮城道雄(池辺晋一郎) 春の海 唯是震一(箏) 第26回N響ゴールデンポップス

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 ミヨー スカラムーシュ 上野耕平(sax.) ほっとコンサート2018

1969/11/06放送 不詳 若杉弘 三善晃 赤き死の仮面 水島弘(声)
芸術祭参加作品
＜原作＞エドガー・アラン・ポオ
＜台本＞芦屋和

1966/03/19 東京文化会館 岩城宏之 三善晃 ヴァイオリン協奏曲 江藤俊哉(vln.)

1968/11/12 東京厚生年金会館 外山雄三 三善晃 ヴァイオリン協奏曲 江藤俊哉(vln.)
現代日本の作品の夕べ―ヴァイオ リン協
奏曲―

1981/05/27 NHKホール 森正 三善晃 ヴァイオリン協奏曲 海野義雄(vln.)
海野義雄特別演奏会第1夜―第4回東京
音楽祭―

1982/03/24,25 NHKホール #867 B 外山雄三 三善晃 ヴァイオリン協奏曲 数住岸子(vln.)

1998/06/02 サントリーホール 尾高忠明 三善晃 焉歌・波摘み
N響委嘱世界初演
プレトーク(18:20～)：三善晃/石田一志(司
会)

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 三善晃 焉歌・波摘み

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

1971/05/01放送 不詳 岩城宏之 三善晃 管弦楽のための協奏曲 NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1964/10/18 スタジオ録音 若杉弘 三善晃 管弦楽のための協奏曲 芸術祭参加作品

1964/10/23 東京文化会館 外山雄三 三善晃 管弦楽のための協奏曲
世界初演オリンピック東京大会記念・NHK
交響楽団特別演奏会

1965/03/28放送 東京文化会館 岩城宏之 三善晃 管弦楽のための協奏曲

1964年度第13回尾高賞受賞
1964年度文部省「芸術祭賞」受賞
録音日不明
第454回定期公演の可能性あり

1969/10/30 東京文化会館 #531 B 岩城宏之 三善晃 管弦楽のための協奏曲

1972/09/30放送 東京文化会館 #582 A 岩城宏之 三善晃 管弦楽のための協奏曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年6月14日録音の可能性あり

1976/10/08 NHKホール 尾高忠明 三善晃 管弦楽のための協奏曲

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

尾高忠明 三善晃 管弦楽のための協奏曲
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

1961/11/30 不詳 外山雄三 三善晃 交響三章 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1991/09/27 NHKホール
#1151
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

三善晃 魁響の譜

1985/07/14 東京文化会館 尾高忠明 三善晃 詩篇 (宗左近詩「縄紋」による) 東京混声合唱団(chor.)
作曲家の個展'85三善晃合唱指導：田中信
昭

1970/03/15
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 三善晃 祝典序曲

1964/05/22 不詳 外山雄三 三善晃 ソプラノとオーケストラのための「決闘」 瀬山詠子(sop.)
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
（作詞）萩原朔太郎

1964/08/07 杉並公会堂 外山雄三 三善晃 ソプラノとオーケストラのための「決闘」 瀬山詠子(sop.)
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
（作詞）萩原朔太郎

1975/09/10 NHKホール #668 A 岩城宏之 三善晃 チェロ協奏曲 第1番 堤剛(vlc.) 1974年度第23回尾高賞受賞

1975/09/17 NHKホール #669 B 岩城宏之 三善晃 チェロ協奏曲 第1番 堤剛(vlc.)

1976/03/12 NHKホール #686 C 岩城宏之 三善晃 チェロ協奏曲 第1番 堤剛(vlc.)

1989/04/07 NHKホール
#1079
C

十束尚宏 三善晃 チェロ協奏曲 第1番 堤剛(vlc.)

1985/03/06 NHKホール #955 A 外山雄三 三善晃 童声合唱とオーケストラのための「響紋」 東京放送児童合唱団(childrenchor.)
1985年第33回尾高賞受賞合唱指導：古橋
富士雄

1985/07/14 東京文化会館 尾高忠明 三善晃 童声合唱とオーケストラのための「響紋」

荒川少年少女合唱団
(childrenchor.)/東京放送児童合唱
団(childrenchor.)/ひばり児童合唱団
(childrenchor.)

作曲家の個展'85三善晃合唱指導：渡辺顕
麿(東京荒川少年少女合唱隊)合唱指導：
古橋富士雄(東京放送児童合唱団)合唱指
導：清水雅彦(ひばり児童合唱団)

1986/03/26 NHKホール #987 B 秋山和慶 三善晃 童声合唱とオーケストラのための「響紋」 東京放送児童合唱団(childrenchor.) 合唱指揮：古橋富士雄

1988/10/01 サントリーホール 外山雄三 三善晃 童声合唱とオーケストラのための「響紋」 東京放送児童合唱団(childrenchor.)
＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

1962/11/04放送 不詳 森正 三善晃 ピアノ協奏曲 本荘玲子(pf.)

1963/03/13,14,15 東京文化会館 #437 外山雄三 三善晃 ピアノ協奏曲 本荘玲子(pf.) 1962年度第11回尾高賞受賞

1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 三善晃 レオス

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

1972/03/15 東京文化会館 岩城宏之 三善晃 レクイエム 日本プロ合唱団連合(chor.)
日本プロ合唱団連合委嘱世界初演
日本プロ合唱団連合合同演奏会

1985/07/14 東京文化会館 尾高忠明 三善晃 レクイエム 東京混声合唱団(chor.)
作曲家の個展'85三善晃合唱指導：田中信
昭

1958/03/30放送 不詳 岩城宏之 三善晃 交響的変容 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ ムーレ ファンファーレ
第62回青少年のためのプロムナードコン
サート

2009/05/09 NHKホール
#1646
A

ムストネン、オリ ムストネン 3つの神秘 (2002)



1993/02/03 NHKホール
#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」：間奏曲

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」：序奏

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」：序奏 ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1993/07/09 サントリーホール アンドレー、マーク ムソルグスキー
歌劇「ホヴァンシチナ」：前奏曲
「モスクワ川の夜明け」

サントリーホール定期演奏会1993=IV

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ムソルグスキー
歌劇「ボリス・ゴドノフ」：ボリスの死「さようなら、
わが子よ―聞け、とむらいの鐘
がなる」

ロンドン、ジョージ(br.)

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」 第13回心身障害児のためのN響演奏会

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」（原典版）

2000/04/22 NHKホール
#1405
C

インバル、エリアフ
ムソルグスキー
(ショスタコーヴィチ)

歌曲集「死の歌と踊り」
アレクサーシキン、セルゲイ
(br.)

2000/04/12 サントリーホール
#1404
B

インバル、エリアフ
ムソルグスキー
(ショスタコーヴィチ)

歌劇「ホヴァンシチナ」：前奏曲
「モスクワ川の夜明け」

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー
ムソルグスキー(ストコフス
キー)

歌劇「ホヴァンシチナ」：第4幕への間奏曲

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー
ムソルグスキー(ストコフス
キー)

組曲「展覧会の絵」

1993/07/09 サントリーホール アンドレー、マーク
ムソルグスキー(トゥシュマ
ロフ&リムスキー・コルサコ
フ)

組曲「展覧会の絵」 サントリーホール定期演奏会1993=IV

1962/03/11放送
（中止）

不詳 シュヒター、ウィルヘルム ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 １９６２年３月１１日放送予定だったが中止

1964/05/22 東京文化会館 #447 アンセルメ、エルネスト ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1966/07/02放送
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1978/06/14 NHKホール #755 B チェッカート、アルド ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1980/09/18 NHKホール #818 A ケーゲル、ヘルベルト ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1981/09/24 NHKホール #848 A マカール、ズデネック ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1983/01/12 NHKホール #889 B マルケヴィッチ、イーゴリ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1984/06/27 NHKホール #935 A ワルベルク、ハインツ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1986/01/24 NHKホール #981 C スタインバーグ、ピンカス ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1989/06/16 NHKホール
#1085
C

タバシュニク、ミシェル ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1989/07/15
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1992/09/04 NHKホール
#1178
C

アサートン、デーヴィッド ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1993/10/21 NHKホール
#1212
A

アントルモン、フィリップ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1996/07/19 サントリーホール ゲルギエフ、ワレリー ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 サントリーホール定期演奏会1996-3

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

キタエンコ、ドミートリ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 岩谷産業70周年記念

2003/04/17 NHKホール
#1485
A

デュトワ、シャルル ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 サンクトペテルブルク

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 NHK音楽祭

2011/01/14 NHKホール
#1692
C

マリン、イオン ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

2015/01/16 NHKホール
#1800
B

ノセダ、ジャナンドレア ムソルグスキー（ラヴェル） 組曲「展覧会の絵」

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ムソルグスキー（ラヴェル）
組曲「展覧会の絵」：バーバ･ヤガーの小屋 / キ
エフの大きな門」

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

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ムソルグスキー（ラヴェル） 組曲「展覧会の絵」：プロムナード
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

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

歌劇「ボリス・ゴドノフ」：序奏 /
ポロネーズ

1978/06/14 NHKホール #755 B チェッカート、アルド
ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

交響詩「はげ山の一夜」

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ
ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

交響詩「はげ山の一夜」
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
ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

交響詩「はげ山の一夜」
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2011/01/14 NHKホール
#1692
C

マリン、イオン
ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

交響詩「はげ山の一夜」 (一部 原典版使用)

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ
ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

歌劇「ホヴァンシチナ」：第4幕2場への間奏曲
「ゴリツィン公の流刑」

2006/07/08 東京オペラシティ ノット、ジョナサン メーソン
ライトハウス・オブ・イングラン ド・アンド・ウェー
ルズ

日本初演
MusicTomorrow2006プレトーク(15:20～)：
猿谷紀郎/白石美雪(司会)



1962/02/25放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム メシアン 異国の鳥たち 本荘玲子(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1996/03/31 サントリーホール 若杉弘 メシアン かの高みの都市 木村かをり(pf.)
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

2004/01/21 サントリーホール
#1507
B

デュトワ、シャルル メシアン 神の現存の3つの小典礼
大井浩明(pf.)/ローランドー、ジャン
(ondesmartenot)

1964/11/15 杉並公会堂 若杉弘 メシアン キリストの昇天 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1985/09/25 NHKホール #968 B ヤノフスキ、マレク メシアン キリストの昇天

1993/06/06 サントリーホール スラットキン、レナード メシアン キリストの昇天 サントリーホール定期演奏会1993-III

2008/02/09 NHKホール
#1613
A

チョン、ミョンフン メシアン キリストの昇天

1978/10/25 NHKホール #762 B ツェンダー、ハンス メシアン さればわれ死者の復活を待ち望む

1988/11/09 NHKホール
#1065
A

アサートン、デーヴィッド メシアン さればわれ死者の復活を待ち望む

1997/01/13 サントリーホール 若杉弘 メシアン さればわれ死者の復活を待ち望む
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

1962/07/24 不詳 小澤征爾 メシアン トゥランガリラ交響曲
ロリオ、イヴォンヌ(pf.)/本荘玲 子
(Ondes Martenot)

監修：オリヴィエ・メシアン

1985/03/27 NHKホール #957 B 外山雄三 メシアン トゥランガリラ交響曲
高橋アキ(pf.)/原田節
(ondesMartenot)

1988/09/08 NHKホール
#1059
A

サロネン、エサ･ペッカ メシアン トゥランガリラ交響曲
クロスリー、ポール(pf.)/原田節
(ondesMartenot)

1998/04/08 NHKホール
#1348
B

デュトワ、シャルル メシアン トゥランガリラ交響曲
エマール、ピエール・ロラン(pf.)
/原田節(ondesMartenot)

メシアン生誕90年

2008/04/11 NHKホール
#1617
C

メルクル、準 メシアン トゥランガリラ交響曲
エマール、ピエール・ロラン(pf.)
/原田節(ondesMartenot)

メシアン生誕100年

2019/06/19 サントリーホール 1917B ヤルヴィ、パーヴォ メシアン トゥランガリラ交響曲
ムラノ、ロジェ(pf,)/ミラー、シンシア
(Ondes Martenot)

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 メシアン
トゥランガリラ交響曲：第5楽章「星たちの血の喜
び」

佐野隆哉(pf.)/大矢素子(Ondes
Martenot)

ほっとコンサート2018

2007/12/01 NHKホール
#1607
A

ギルバート、アラン メシアン ほほえみ (1989)

1999/07/01 東京オペラシティ ギルバート、アラン メシアン ミのための詩 浜田理恵(sop.)
オーケストラ版日本初演
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時

1998/09/09 サントリーホール
#1359
B

チョン、ミョンフン メシアン 忘れられたささげもの

2008/02/15 NHKホール
#1614
C

チョン、ミョンフン メシアン 忘れられたささげもの

2019/11/30 NHKホール 1927C 鈴木優人 メシアン 忘れられたささげもの

1997/06/18 NHKホール
#1327
B

デュトワ、シャルル メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」 作品21 / 作品61

江守徹(narr.)/曽我栄子(sop.)
/白井光子(mez.sop.)/クロストード・
レディース・アンサンブル
(femalechor.)

メンデルスゾーン没後150年

2009/06/12 NHKホール
#1650
C

メルクル、準 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」 作品21 / 作品61
半田美和子(sop.)/加納悦子
(mez.sop.)/東京音楽大学
(femalechor.)/中井貴惠(narr.)

合唱指導：阿部純

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」 作品21 / 作品61：序曲 / スケル
ツォ/ 間奏曲 / 夜想曲 / 結婚行進曲

N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」 作品61：スケルツォ/ 葬送行進曲
/ 間奏曲 / 夜 想曲 / 結婚行進曲

1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」 作品61：スケルツォ/ 夜想曲 /
結婚行進曲

1988/05/06 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」 作品61：スケルツォ/ 夜想曲 /
結婚行進曲

1988/05/07 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」 作品61：スケルツォ/ 夜想曲 /
結婚行進曲

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」 作品61：結婚行進曲 ほっとコンサート2017

1973/07/11
フェスティバ ル
ホール

岩城宏之 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」 作品61：夜想曲 / 結婚行進曲

1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1975/09/17 NHKホール #669 B 岩城宏之 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1981/03/14 NHKホール ライトナー、フェルディナント メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21 第27回N響ゴールデンポップス

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1988/05/06 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1988/05/07 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1993/03/06 NHKホール
#1196
C

フロール、クラウス･ペー
ター

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

2002/06/24 NHKホール
フロール、クラウス･ペー
ター

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

2003/09/04 NHKホール
#1493
A

阪哲朗 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

2019/12/06 NHKホール 1928A マテウス、ディエゴ メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

2018/06/16 NHKホール 1889C
アシュケナージ、ウラディー
ミル

メンデルスゾーン ヴァイオリンとピアノのための協奏曲 ニ短調
庄司紗矢香(vln.)/オラフソン、ヴィキ
ンガー(pf.)

1958/02/01 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 フルニエ、ジャン(vln,)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　フルニエ、ドア
イヤン　Ｎ響特別演奏会」

1965/04/22 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 潮田益子(vln.)
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

1973/04/04 東京文化会館 #601 A バレンボイム、ダニエル メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ズーカーマン、ピンカス(vln.)



1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 田中千香士(vln.)

1975/08/30 NHKホール マーガ、オトマー メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 藤川真弓(vln.)
第16回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/01/28 NHKホール クレー、ベルンハルト メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 清水高師(vln.) 若い芽のコンサート

1977/08/13 NHKホール 岩城宏之 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 田中千香士(vln.)
第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

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

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 塩川悠子(vln.)

1980/02/03 NHKホール 大町陽一郎 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 千住真理子(vln.) 第21回N響ゴールデンポップス

1984/01/07 NHKホール 尾高忠明 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 加藤知子(vln.) 第10回若い芽のコンサート

1984/05/09 NHKホール #931 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ウーギ、ウート(vln.)

1985/04/26 NHKホール #960 C クロブチャール、ベリスラフ メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

1989/01/20,21 NHKホール
#1071
C

ギブソン、アレクサンダー メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 シャハム、ギル(vln.)

1990/08/01 NHKホール 山本直純 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 竹澤恭子(vln.) N響「夏」'90

1992/12/04 NHKホール
#1187
C

エーヴァルト、クリスティアン メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 パウク、ジェルジ(vln.)

1997/11/19 NHKホール
#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ペスカノフ、マーク(vln.) メンデルスゾーン没後150年

2002/02/20 サントリーホール
#1456
B

デュトワ、シャルル メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 樫本大進(vln.)

2002/11/09 NHKホール
#1472
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 カヴァコス、レオニダス(vln.)

2005/01/29 NHKホール
#1534
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ヤンセン、ジャニーヌ(vln.)

2006/06/03 NHKホール
#1571
A

渡邊一正 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 カプソン、ルノー(vln.)

2015/05/20 サントリーホール
#1810
B

デ・ワールト、エド メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 シャハム，ギル(vln.)

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 諏訪内晶子(vln.)

2017/04/15 NHKホール
#1858
A

ルイージ、ファビオ メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ズナイダー、ニコライ(vln.)

2009/09/19 NHKホール
#1653
A

ホグウッド、クリストファー メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 (初稿) ホープ、ダニエル(vln.)

1986/10/01 NHKホール
#1000(
特別)

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」 作品70

ポップ、ルチア(sop.)/曽我栄子
(sop.)/五十嵐郁子(sop.)/ナーフェ、
アリシア(alt.)/荒道子(alt.)
/ザイフェルト、ペーター(ten.)/小林
一男(ten.)/ワイクル、ベルント(bs.)/
福島明也(bs.)/高橋啓三(bs.)/国立
音楽大学(chor.)

サヴァリッシュの意向により、急遽福島氏
が出演した差し込み用紙には「第1部第7
曲の第1バス：福島明也
FUKUSHIMA,Akiya」と記載がある

2001/10/12 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」 作品70

ロータリング、ヤン・ヘンドリク(bs.)/
ツィーザク、ルート(sop.)/天羽明惠
(sop.)/リポヴシェク、マリアーナ
(alt.)/阪口直子(alt.)
/リッパート、ヘルベルト(ten.)/櫻田
亮(ten.)/今尾滋(bs.)/東京藝術大学
(chor.)/東京少年少女合唱隊
(childrenchor.)

N響創立75周年・サントリーホール開場15
周年記念

1981/05/01 NHKホール #842 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン 神をたたえる歌 作品52
中沢桂(sop.)/曽我栄子(sop.)/小林
一男(ten.)/東京混声合唱団(chor.)

合唱指揮：北原幸男

1966/03/01 東京文化会館 #467 B 外山雄三 メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

録音日は1966年3月1日となっているが、
同年2月16日の可能性あり

1970/11/21 不詳 森正 メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1972/08/12放送 東京文化会館 森正 メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年3月3,4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

メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1978/10/18 NHKホール #761 A ツェンダー、ハンス メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1982/06/23 NHKホール #875 B ワルベルク、ハインツ メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1984/05/09 NHKホール #931 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1989/01/20,21 NHKホール
#1071
C

ギブソン、アレクサンダー メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1991/03/20 NHKホール
#1138
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1994/07/26 サントリーホール キタエンコ、ドミートリ メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1997/11/19 NHKホール
#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

メンデルスゾーン没後150年

2001/01/17 サントリーホール
#1425
B

メルクル、準 メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

2008/10/17 NHKホール
#1629
C

ノセダ、ジャナンドレア メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

2009/09/19 NHKホール
#1653
A

ホグウッド、クリストファー メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

2016/06/11 NHKホール
#1838
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

2017/12/13 サントリーホール 1875B デュトワ、シャルル メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1963/04/15 東京文化会館 #438 マルティノン、ジャン メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1965/10/24 東京文化会館 若杉弘 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」



1967/02/13 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1968/07/01 小樽市民会館 岩城宏之 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1970/10/26 東京厚生年金会館 #547 B ウェラー、ワルター メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1971/07/10放送 NHKスタジオ 秋山和慶 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1976/04/30 NHKホール #688 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1976/05/07 NHKホール #690 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1978/01/19 NHKホール #740 B ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1979/07/28 NHKホール 井上道義 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

第50回青少年のためのプロムナードコン
サート

1981/06/10 NHKホール #844 A ワルベルク、ハインツ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1984/04/13 NHKホール #928 C フォスター、ローレンス メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1987/02/23 サントリーホール ベルティーニ、ガリー メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

都民芸術フェスティバル・第18回都民のた
めのコンサート

1990/01/12 NHKホール
#1100
C

サロネン、エサ･ペッカ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1994/04/09 NHKホール
#1229
C

ジェルメッティ、ジャンルイジ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

プレヴィン、アンドレ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1997/02/19 NHKホール
#1315
B

スタインバーグ、ピンカス メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1999/09/24 NHKホール
#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

2001/09/14 NHKホール
#1440
C

メルクル、準 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

2005/11/02 サントリーホール
#1552
B

ギルバート、アラン メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

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

2010/10/22 NHKホール
#1683
C

サンティ、ネルロ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

2014/11/26 NHKホール
#1795
B

サンティ、ネルロ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1987/06/19 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

1987/06/20 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

1993/03/24 NHKホール
#1198
B

フロール、クラウス･ペー
ター

メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

2004/06/11 NHKホール
#1517
C

クリヴィヌ、エマニュエル メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 作品26

1975/08/19
広島郵便貯金会館
ホール

マーガ、オトマー メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 作品26 プロムナードコンサート

1966/07/23 NHKホール(旧) 岩城宏之 メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/04/16,17 東京文化会館 #523 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1971/03/06放送 不詳 尾高忠明 メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/07/10 宮城県民会館 岩城宏之 メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1976/05/07 NHKホール #690 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1977/02/23 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

N響創立50周年記念管弦楽の夕べ

1978/06/03 NHKホール 小林研一郎 メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1984/05/09 NHKホール #931 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1989/01/20,21 NHKホール
#1071
C

ギブソン、アレクサンダー メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1990/08/01 NHKホール 山本直純 メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

N響「夏」'90

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

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1997/11/19 NHKホール
#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

メンデルスゾーン没後150年

2000/11/09 NHKホール
#1418
A

クリヴィヌ、エマニュエル メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

指揮者はデーヴィッド・ジンマンから変更

2003/05/16 NHKホール
#1487
C

ペンデレツキ、クシシュトフ メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

2003/11/27 NHKホール
#1501
A

ツァグロゼク、ローター メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

2012/11/21 サントリーホール
#1741
B

デ・ワールト、エド メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

ゲスト・コンサートマスター：ダンカン・リデ
ルDuncanRidell

2009/09/19 NHKホール
#1653
A

ホグウッド、クリストファー メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26 (ローマ稿)

1991/09/18 NHKホール
#1150
B

フルネ、ジャン メンデルスゾーン 序曲「ルイ・ブラス」 作品95

1999/06/16 サントリーホール
#1383
B

上岡敏之 メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」 作品27
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

2004/06/11 NHKホール
#1517
C

クリヴィヌ、エマニュエル メンデルスゾーン 序曲「美しいメルジーネの物語」 作品32



1994/09/14 NHKホール
#1240
B

スタインバーグ、ピンカス メンデルスゾーン ピアノ協奏曲 第1番 ト短調 作品25 ワッツ、アンドレ(pf.)

1991/01/28 サントリーホール 尾高忠明 モーツァルト、F.X. ピアノ協奏曲 変ホ長調 作品25 小川京子(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

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 モーツァルト、L. アルペンホルン協奏曲 千葉馨(hrn.)
「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1990/09/02 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、L. カッサシオン ト長調 堀正文(vln.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ第12
回モーツァルト家三代の音楽
～レーオポルド・モーツァルト

1990/09/02 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、L. トロンボーン協奏曲 ニ長調 神谷敏(trb.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ第12
回モーツァルト家三代の音楽
～レーオポルド・モーツァルト

1963/12/05 東京文化会館 #442 ロイブナー、ウィルヘルム モーツァルト、W.A. 2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365
デムス、イェルク(pf.)/バドゥラ・スコ
ダ、パウル(pf.)

1968/02/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365
コンタルスキー、アルフォンス(pf.)/コ
ンタルスキー、アロイス(pf.)/

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/10/11 NHKホール #610 A スワロフスキー、ハンス モーツァルト、W.A. 2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365
バドゥラ・スコダ、パウル(pf.)/
デムス、イェルク(pf.)

1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル モーツァルト、W.A. 2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365 石岡久乃(pf.)/安宅薫(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
1989-1991
～モーツァルト・ウィーン・コンサートモー
ツァルトのアウガルテン・コンサート～

1993/06/02 NHKホール
#1204
B

スラットキン、レナード モーツァルト、W.A. 2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365
ラベック、カーティア(pf.)/ラベック、マ
リエル(pf.)

2016/05/14 NHKホール
#1835
Ａ

尾高忠明 モーツァルト、W.A. 2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365 小曽根真(pf.)/コリア、チック(pf.)

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、W.A.
2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365：
第2楽章 / 第3楽章

海老彰子(pf.)/花房晴美(pf.)
20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1990/10/07 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.
2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ ハ
長調 K.190

漆原啓子(vln.)/漆原朝子(vln.)
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
ザルツブルクの庭園にて

1977/02/19 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A. 3台のピアノのための協奏曲 ヘ長調 K.242
安川加寿子(pf.)/深沢亮子(pf.)
/ローゼンストック、ジョセフ(pf.)

第7回N響ゴールデンポップス

1993/06/02 NHKホール
#1204
B

スラットキン、レナード モーツァルト、W.A. 3台のピアノのための協奏曲 ヘ長調 K.242
ラベック、カーティア(pf.)/ラベック、マ
リエル(pf.)/スラトキン、レナード(pf.)

2006/12/13 サントリーホール
#1585
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A. 3つのドイツ舞曲 K.605 モーツァルト生誕250年

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 5つのコントル・ダンス K.609
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
～訣別の響き～

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A. 6つのドイツ舞曲 K.509
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

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 6つのドイツ舞曲 K.600
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
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 6つのメヌエットK.599
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
～訣別の響き～

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 6つのメヌエットとトリオ K.164

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
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 6つのレントラー舞曲 K.606
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
～訣別の響き～

2017/06/14 NHKホール コープマン、トン モーツァルト、W.A.
アイネ・クライネ・ナハトムジーク ト長調 K.525：
第1楽章

第3回 水曜 夜のクラシック

1991/12/05 サントリーホール ナザレス、ダニエル モーツァルト、W.A.
アヴェ・ヴェルム・コルプス
K.618

小林英之(org.)/国立音楽大学
(chor.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ
～モーツァルト葬送～

2005/01/23 神戸文化ホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
アヴェ・ヴェルム・コルプス
K.618

阪神淡路震災10年追悼N響神戸特別演奏
会

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A. アリア「大いなる魂と高貴な心 は」 K.578 ラルソン、リサ(sop.)

1991/10/08 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. アリア「この美しい手で」 K.612 モル、クルト(bs.)

1974/11/21 NHKホール #645 B クレー、ベルンハルト モーツァルト、W.A.
アリア「誠実な心のあなた」
K.217

マティス、エディット(sop.)

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A.
アリア「だれが知っているでしょ う､私のいとしい
人の苦しみを」
K.582

ラルソン、リサ(sop.)

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. アリア「激しい息切れとときめきのうちに」 K.88 コロヴィーナ、タチャーナ(sop.)
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
～イタリアの少年モーツァルト

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. アリア「娘よ、お前と離れている間に」 K.513 ロンドン、ジョージ(br.)

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. アリア「もし、私の悩みのすべてを」 K.83 コロヴィーナ、タチャーナ(sop.)
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
～イタリアの少年モーツァルト

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A. アリア「私は行ってしまう､でもどこへ」 K.583 テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A. アリア「私は行ってしまう､でもどこへ」 K.583 ラルソン、リサ(sop.)



1991/10/08 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
アリア「われ汝に別れを告げん、おお愛しき人
よ、さらば」
K.Anh.245

モル、クルト(bs.)

1962/09/20,21,22 東京文化会館 #433 小澤征爾 モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長 調 K.219 「トル
コ風」

グトニコフ、ボリス(vln.)

1967/10/24 東京文化会館 外山雄三 モーツァルト、W.A.
ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ ホ長
調 K.261

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

1967/10/24 東京文化会館 外山雄三 モーツァルト、W.A.
ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド ハ長調
K.373

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 モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ長調 K.211 堀米ゆず子(vln.) 朝日ベルサロン特別公演

1953/09/24 日比谷公会堂 #349 ウェス、クルト モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 スターン、アイザック(vln.)

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 潮田益子(vln.)
第62回青少年のためのプロムナードコン
サート

1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 堀正文(vln.)

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
1989-1991
～モーツァルト・ウィーン・コンサートモー
ツァルトのアウガルテン・コンサート～

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 姜東錫(vln.)

1994/08/18 静岡市民文化会館 尾高忠明 モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 藤川真弓(vln.)

1997/02/08 NHKホール
#1313
C

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 クーレン、イザベル・ファン(vln.)

1999/05/29 NHKホール
#1381
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 堀正文(vln.)

1980/11/14 NHKホール #823 C スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 千住真理子(vln.)

1982/04/14 NHKホール #870 B ヴァント、ギュンター モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 ムター、アンネ・ゾフィー(vln.)

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 潮田益子(vln.)

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 リン、チョーリャン(vln.)

1974/05/11 NHKホール #632 C ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

鈴木秀太郎(vln.)

1979/09/22 NHKホール #787 C ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

スピヴァコフ、ウラディーミル
(vln.)

1981/05/27 NHKホール 森正 モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

海野義雄(vln.)
海野義雄特別演奏会第1夜―第4回東京
音楽祭―

1982/02/17 NHKホール #864 B アルブレヒト、ゲルト モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

パウク、ジェルジ(vln.)

1987/03/06 NHKホール
#1016
C

岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

ツェートマイアー、トーマス(vln.)

1990/04/06 NHKホール
#1109
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

藤川真弓(vln.)

1991/02/25 サントリーホール 高関健 モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

堀正文(vln.)

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
～

1993/03/06 NHKホール
#1196
C

フロール、クラウス･ペー
ター

モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

堀正文(vln.)

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

堀正文(vln.) N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

1998/01/08 NHKホール
#1340
A

ドレヴァンツ、ハンス モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

藤川真弓(vln.)

2007/09/29 NHKホール
#1601
A

アツモン、モーシェ モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

クリーロフ、セルゲイ(vln.)
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

1979/12/05 NHKホール #796 A
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A. オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 ホリガー、ハインツ(ob.)

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A. オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 北島章(ob.)
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

1985/11/15 NHKホール #975 C シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314
シェレンベルガー、ハンスイェルク
(ob.)

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. オラトリオ「救われたベトゥーリア」 K.118：序曲
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
～イタリアの少年モーツァルト

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「イドメネオ」 K.366：もし父 を失うならば
豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A.
歌劇「イドメネオ」 K.366：海の外 なる胸の内の
海は

リッパート、ヘルベルト(ten.)

1973/02/12 東京文化会館 #596 B シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

1989/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

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
1989-1991～モーツァルト家三代の音楽
モーツァルトの世界(I)～

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

2017/10/14 NHKホール 1867A 下野竜也 モーツァルト、W.A. 歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

1977/02/23 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A.
歌劇「イドメネオ」 バレエ音楽
K.367

N響創立50周年記念管弦楽の夕べ

1989/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
歌劇「イドメネオ」 バレエ音楽
K.367

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
1989-1991～モーツァルト家三代の音楽
モーツァルトの世界(I)～

2008/02/20 サントリーホール
#1615
B

シェレンベルガー、ハンス
イェルク

モーツァルト、W.A.
歌劇「イドメネオ」 バレエ音楽
K.367



1990/11/01 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486

亀田真由美(歌手ヘルツ夫人)/
蒲原史子(歌手ジンバークラン
グ嬢)/近藤伸政(歌手フォーゲルザ
ンク)/大島幾雄(俳優ブッフ)

プログラムに「バリトン歌手・福島明也は、
都合により出演できなくなりました代わりに
大島幾雄が出演」との挟み込みあり

1963/02/26 日比谷公会堂 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

1976/01/16 NHKホール #680 C クレー、ベルンハルト モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

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

モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

1995/02/22 NHKホール
#1255
B

シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

1962/06/20,21,22 東京文化会館 #432 小澤征爾 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1965/06/08 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲 ケンプ、ウィルヘルム
録音日は1965年6月8日となっているが、
別日の可能性あり

1965/10/24 東京文化会館 若杉弘 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲 第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1968/04/06 NHKホール(旧) 森正 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1976/07/09 NHKホール #698 C 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1988/03/27
春日部市民文化会
館

尾高忠明 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1998/01/21 NHKホール
#1342
B

ドレヴァンツ、ハンス モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

2006/11/05 NHKホール ノリントン、ロジャー モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

2017/10/14 NHKホール 1867A 下野竜也 モーツァルト、W.A. 歌劇「皇帝ティートの慈悲」 K.621：序曲

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A.
歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」 K.621：もしあなた
があなた方のために

テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」 K.621：序曲
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～『魔
笛』の領域～

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588：彼の苦しみを
見てください

ベア、オラフ(br.)

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：岩のように動かずに

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

1989/05/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

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
1989-1991
～モーツァルト家三代の音楽モーツァルト
の世界(I)～

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

Ｎ響「夏」2014

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A.
歌劇「ツァイーデ」 K.344：おやすみなさい、安ら
かに、私のい としい方

テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

2017/09/09 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527

プリアンテ、ヴィート（ドン・ジョヴァン
ニ）/ツィムバリュク、アレクサンドル
（騎士長）/ジャーマン、ジョージア（ド
ンナ・アンナ）/リヒター、ベルナール
（ドン・オッターヴィオ）/フェイガン、
ローレン（ドンナ・エルヴィーラ）/カイ
ル、ケテルセン（レポレッロ）/久保和
範（マゼット）/三宅理恵（ツェルリー
ナ）

NHK音楽祭2017

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：お手をどうぞ
佐藤しのぶ(sop.)/ブラック、ジェフ
リー(br.)

NHK音楽祭

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：ドン・ジョヴァン
ニのセレナード「窓辺にいでよ」

ベア、オラフ(br.)

1968/12/12? 東京文化会館 #515 B 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲
1968年12月12日録音となっているが、同
年12月28日の録音の可能性あり

1970/11/21 不詳 森正 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1974/05/18 NHKホール ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲
第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1981/05/28 NHKホール 森正 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲
安川加寿子特別演奏会―第4回東京音楽
芸術祭―

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲
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

1993/11/11 NHKホール
#1215
A

シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

1998/04/29 NHKホール
#1351
B

メルクル、準 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲 世界の若手指揮者たち

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲 NHK音楽祭

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

1970/07/18 不詳 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「にせの花作り女」 K.196：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1990/11/26 サントリーホール 山田一雄 モーツァルト、W.A. 歌劇「にせの花作り女」 K.196：序曲 山田一雄楽壇生活50周年記念

1966/09/01? 東京文化会館 #472 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492： 序曲



2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：恋とはどんなもの
かしら

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
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

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：楽しい思い出はど
こへ

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」：序曲 N響「夏」'88

1956/10/03 産経ホール グイ、ヴィットリオ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492

カッシネルリ、アントニオ(アルマ
ヴィーヴァ伯爵)/モスクッチ、オリ
エッタ(伯爵夫人)/タッディ、ジュゼッ
ペ(フィガロ)/ノーニ、アルダ(スザン
ナ)/シミオナート、ジュリエッタ(ケル
ビーノ)/ピラッツィーニ、ミリアム(ケ
ルビーノ)/カーヴァ、カルロ(バルト
ロ)/コルシ、リナ(マルチェルリーナ)/
カルリン、マリオ(ドン・バジリオ)
/ボイエル、アントニオ(アントニオ)/
スカルリーニ、グラウコ(ドン・クルチ
オ)/伊藤京子(バルバリーナ)/東京
放送合唱団(chor.)/二期会(chor.)

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

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492： 愛の神よ、照覧
あれ / 楽しい思い出はどこへ

佐藤しのぶ(sop.)
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：楽しい思い出はど
こへ

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もうあんたの勝ち
だと言ったな― ため息をついている間に

ベア、オラフ(br.)

1993/01/09 NHKホール 大友直人 モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もうあんたの勝ち
だと言ったな― ため息をついている間に

三原剛(br.) 第19回若い芽のコンサート

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もう飛ぶまいぞ、
このちょうちょう

ロンドン、ジョージ(br.)

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もう飛ぶまいぞ、
このちょうちょう / これでいい、さあもうすぐだ―
さあ目をあけろ

多田羅迪夫(br.)
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

1956/10/28 神戸国際会館 グイ、ヴィットリオ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

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

1958/02/01 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　フルニエ、ドア
イヤン　Ｎ響特別演奏会」

1958/04/05 不詳
ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1966/03/19 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

1967/05/20 NHKホール(旧) フレッチャ、マッシモ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1971/12/25 東京厚生年金会館 スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 心身障害児のための慈善演奏会

1972/03/04放送 東京文化会館 スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1974/05/18 NHKホール ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1975/08/19
広島郵便貯金会館
ホール

マーガ、オトマー モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 プロムナードコンサート

1977/06/20 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 モーツァルトの夕べ

1980/01/19 NHKホール 小林研一郎 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
第53回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1986/01/12 NHKホール スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 第12回若い芽のコンサート

1986/08/08
昭和女子大学 人
見記念講堂

外山雄三 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 協奏曲の夕べ

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
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

1991/07/31 NHKホール 山本直純 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 N響「夏」'91

1993/01/09 NHKホール 大友直人 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 第19回若い芽のコンサート

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

2005/11/23 サントリーホール
#1555
B

コウト、イルジー モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 オーチャード定期第38回

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 N響「夏」2007

2007/09/08 NHKホール
#1598
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

2009/11/05 NHKホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
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

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：この神聖な殿堂には 高橋啓三(bs.)
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～『魔
笛』の領域～



1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：なんと美しい絵姿 饗場知昭(ten.)
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～『魔
笛』の領域～

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：なんと美しい絵姿 リッパート、ヘルベルト(ten.)

1974/01/23 NHKホール #620 B 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：私の運命は苦しみに満ちて ルデンコ、ベラ(sop.)

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ モーツァルト、W.A.
歌劇「魔笛」 K.620：私は鳥刺し
/ 恋人か女房があればいいが

ベア、オラフ(br.)

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1968/02/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/01/25 不詳 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1979/03/03 神奈川県民ホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲
第17回N響ゴールデンポップス 中村紘子・
ライトナー

1979/10/12 NHKホール #790 C ストラウス、ポール モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1980/02/09 東京文化会館 シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲
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～『魔
笛』の領域～

1998/04/18 NHKホール
#1349
C

シルマー、ウルフ モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 世界の若手指揮者たち

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲

2006/12/13 サントリーホール
#1585
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 モーツァルト生誕250年

2017/06/14 NHKホール コープマン、トン モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 第3回 水曜 夜のクラシック

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
歌劇「ルチオ・シルラ」 K.135：急いで行こう。で
も、より行こうとし て

豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

2003/06/25 サントリーホール
#1491
B

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A. カッサシオン ト長調 K.63 オール・モーツァルト・プログラム

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A.
教会ソナタ 第15番 ハ長調
K.329

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・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A.
教会ソナタ第16番 ハ長調
K.328

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・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A.
教会ソナタ第17番 ハ長調
K.336

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・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1976/02/18 NHKホール #684 B ドレヴァンツ、ハンス モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364
田中千香士(vln.)/ジュランナ、ブ
ルーノ(vla.)

1980/04/23 NHKホール #812 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 堀正文(vln.)/菅沼準二(Va)

1984/09/12 NHKホール #937 A
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 堀正文(vln.)/菅沼準二(vla.)

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

ヤノフスキ、マレク モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364
堀正文(vln.)/バシュメット、ユーリ
(vla.)

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 徳永二男(vln.)/菅沼準二(vla.)

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
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1994/07/26 サントリーホール キタエンコ、ドミートリ モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 山口裕之(vln.)/川崎和憲(vla.)

1995/03/09 NHKホール
#1256
A

外山雄三 モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 堀正文(vln.)/川崎雅夫(vla.)

1998/10/03 NHKホール #1361
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364
堀米ゆず子(vln.)/今井信子
(vla.)

2001/05/23 サントリーホール
#1435
B

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 篠崎史紀(vln.)/川崎和憲(vla.)

2005/11/23 サントリーホール
#1555
B

コウト、イルジー モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 堀正文(vln.)/店村眞積(vla.)

1970/10/03放送 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9
マイアーホーファー、カール
(ob.)/内山洋(cl.)/霧生吉秀
(fg.)/宮田四郎(hrn.)

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

1978/02/15 NHKホール #743 B ワラット、ハンス モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9
小島葉子(ob.)/浜中浩一(cl.)/
霧生吉秀(fg.)/千葉馨(hrn.)

1987/11/12 NHKホール
#1035
A

シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9
アンサンブル・ウィーン・ベルリン
(ob.&cl.&fg.&hrn.)

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9
浜中浩一(cl.)/霧生吉秀(fg.)/
樋口哲生(hrn.)/小島葉子(ob.)

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
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

1995/04/01 NHKホール
#1258
C

外山雄三 モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9
茂木大輔(ob.)/横川晴児(cl.)/
霧生吉秀(fg.)/松﨑裕(hrn.)

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
グラスハーモニカのためのア ダージョとロンド
K.617

本荘玲子(celesta)
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
～訣別の響き～

1965/12/10,11 東京文化会館 #461 B フルネ、ジャン モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

ランスロ、ジャック(cl.)

1968/04/06 NHKホール(旧) 森正 モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

フックス、フリードリヒ(cl.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)



1990/06/07 NHKホール
#1115
A

フルネ、ジャン モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

横川晴児(cl.)

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

横川晴児(cl.)
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～『魔
笛』の領域～

1998/09/18 NHKホール
#1360
C

ヤノフスキ、マレク モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

マイア、ザビーネ(bassetcl.)

2002/02/09 NHKホール
#1454
C

ヴァイグレ、セバスティアン モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

グランダー、マティアス(cl.)

2005/07/08 NHKホール
#1546
C

ボレイコ、アンドレイ モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

横川晴児(cl.)

2006/12/13 サントリーホール
#1585
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

マイア、ザビーネ(bassetcl.) モーツァルト生誕250年

2016/11/09 サントリーホール #1847B ジンマン、デーヴィッド モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

フレスト、マルティン(cl.)

1963/08/25 不詳 Ｎ響弦楽四重奏団 モーツァルト、W.A.
弦楽四重奏曲 ハ長調 K.465
「不協和音」

ヒューブナー、ウィルヘルム(1st
vln.)/坂本玉明(2nd vln.)/奥邦夫
(vla.)/小野崎純(vlc.)

ＮＨＫラジオ「ラジオリサイタル」

1963/08/25 不詳 Ｎ響弦楽四重奏団 モーツァルト、W.A.
弦楽四重奏曲弦楽 ニ短調 D.810
「死と乙女」

ヒューブナー、ウィルヘルム(1st
vln.)/坂本玉明(2nd vln.)/奥邦夫
(vla.)/小野崎純(vlc.)

ＮＨＫラジオ「ラジオリサイタル」

1991/10/08 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 弦楽のためのアダージョとフーガ ハ短調 K.546

1969/03/29 東京文化会館 #520 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

1977/10/21 NHKホール #732 C 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

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

モーツァルト、W.A. 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16
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

2012/09/26 サントリーホール
#1735
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス モーツァルト、W.A. 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

1990/11/26 サントリーホール 山田一雄 モーツァルト、W.A. 交響曲 第14番 イ長調 K.114 山田一雄楽壇生活50周年記念

1986/09/24 NHKホール #999 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 交響曲 第20番 ニ短調 K.133

1976/06/02 NHKホール #695 B 外山雄三 モーツァルト、W.A. 交響曲 第21番 イ長調 K.134

1976/06/03 NHKホール #695 B 外山雄三 モーツァルト、W.A. 交響曲 第21番 イ長調 K.134

1982/11/10 NHKホール #883 A ベルゲル、エーリッヒ モーツァルト、W.A. 交響曲 第21番 イ長調 K.134

1981/03/28 NHKホール
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第23番 ニ長調 K.181

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

モーツァルト、W.A. 交響曲 第24番 変ロ長調 K.182

1963/07/07 不詳 外山雄三 モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1967/11/22 東京文化会館 #493 B マタチッチ、ロヴロ･フォン モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1969/03/29 東京文化会館 #520 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1973/10/11 NHKホール #610 A スワロフスキー、ハンス モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1976/02/06 NHKホール #682 A ドレヴァンツ、ハンス モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1980/10/31 NHKホール #821 C グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

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
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1990/09/07 NHKホール
#1118
C

外山雄三 モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1992/12/04 NHKホール
#1187
C

エーヴァルト、クリスティアン モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1996/01/12 NHKホール
#1280
C

アサートン、デーヴィッド モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

2005/02/12 NHKホール
#1535
A

ジャッド、ジェームズ モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

2007/02/10 NHKホール
#1589
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1976/05/28 NHKホール #694 A 外山雄三 モーツァルト、W.A. 交響曲 第27番 ト長調 K.199

2003/12/11 NHKホール
#1503
A

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A. 交響曲 第27番 ト長調 K.199

1984/01/18 NHKホール #920 B スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 交響曲 第28番 ハ長調 K.200

1990/11/01 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 交響曲 第28番 ハ長調 K.200

1962/03/21放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1965/04/13 東京文化会館 #455 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1969/04/04 東京文化会館 #521 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1973/02/05 東京文化会館 #595 A シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1974/09/18 NHKホール #639 B 飯守泰次郎 モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1981/04/08 NHKホール #839 B
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1983/10/28 NHKホール #912 C グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201



1991/01/28 サントリーホール 尾高忠明 モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201
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

1992/02/28 NHKホール
#1166
C

十束尚宏 モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

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 モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201 オープニング・コンサート

1996/02/08 NHKホール
#1284
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1999/11/26 NHKホール
#1394
A

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

2005/01/23 神戸文化ホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201
阪神淡路震災10年追悼N響神戸特別演奏
会

1973/03/14 東京文化会館 #599 B 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 交響曲 第30番 ニ長調 K.202

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

モーツァルト、W.A. 交響曲 第30番 ニ長調 K.202

1973/10/17 NHKホール #611 B スワロフスキー、ハンス モーツァルト、W.A.
交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

1980/10/29 NHKホール #820 A グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.
交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A.
交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

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
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

2002/11/09 NHKホール
#1472
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

1980/11/07 NHKホール #822 B グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.
交響曲 第32番 ト長調 K.318
「イタリア序曲」

1991/02/25 サントリーホール 高関健 モーツァルト、W.A.
交響曲 第32番 ト長調 K.318
「イタリア序曲」

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
～

1957/03/03放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A. 交響曲 第33番 変ロ長調 K.319 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1977/02/04 NHKホール #712 C ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A. 交響曲 第33番 変ロ長調 K.319

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 交響曲 第33番 変ロ長調 K.319

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
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1973/03/08? 東京文化会館 #598 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338
録音日の記録はないが､会場や曲目から
この日の録音である可能性が高い

1988/04/07 NHKホール
#1050
A

グラーフ、ハンス モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338

1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338

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
1989-1991
～モーツァルト・ウィーン・コンサートモー
ツァルトのアウガルテン・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

モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338

2006/02/03 NHKホール
#1560
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338

1963/09/02放送 NHKホール(旧) ボスコフスキー、ウィリー モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1963年8月25日
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/07/12 不詳 若杉弘 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1970/12/26 NHKホール(旧) 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1972/03/04放送 東京文化会館 スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1971年12月6,7日録音の可能性あり

1976/10/23 NHKホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

第25回青少年のためのプロムナードコン
サート

1978/02/24 NHKホール #744 C ワラット、ハンス モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1979/01/27 NHKホール 尾高忠明 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/06/25 NHKホール #814 A ペリック、クリストフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1995/05/18 NHKホール
#1263
A

若杉弘 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

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

モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

2004/09/18 NHKホール
#1520
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

2007/01/27 NHKホール
#1588
A

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

2014/02/19 サントリーホール
#1777
B

マリナー、ネヴィル モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1974/11/08 NHKホール #643 C クレー、ベルンハルト モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」 (原典版)

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」：第1楽章 / 第2楽章
/ 第3楽章

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する



1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」：第4楽章

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1966/06/13 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1969/01/21 東京文化会館 #517 B 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1979/01/19 NHKホール #771 C スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1985/04/26 NHKホール #960 C クロブチャール、ベリスラフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1989/05/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

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
1989-1991
～モーツァルト家三代の音楽モーツァルト
の世界(I)～

1997/01/23 NHKホール
#1311
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

2001/05/23 サントリーホール
#1435
B

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

2007/09/08 NHKホール
#1598
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

2011/10/26 サントリーホール
#1711
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

2019/11/22 NHKホール 1926C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1964/05/22 東京文化会館 #447 アンセルメ、エルネスト モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1966/02/10 東京文化会館 カイルベルト、ヨーゼフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

録音日は1966年2月10日となっているが、
第464回定期公演の可能性あり

1969/03/29 東京文化会館 #520 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1969/05/27 東京文化会館 #527 B マタチッチ、ロヴロ･フォン モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1977/05/06 NHKホール #722 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1980/12/05 NHKホール #826 C ワイケルト、ラルフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1983/02/23 NHKホール #894 A シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1985/02/13 NHKホール #953 B 山田一雄 モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

『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、山田一雄に指揮者変更

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

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

1995/05/18 NHKホール
#1263
A

若杉弘 モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1999/05/29 NHKホール
#1381
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

2008/01/12 NHKホール
#1610
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2009/10/28 サントリーホール
#1657
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

2012/10/24 サントリーホール
#1738
B

マゼール、ロリン モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

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

2018/10/13 NHKホール 1894A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1958/01/25 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」公開収録

1962/05/21 杉並公会堂 クルツ、エフレム モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/01/12,13 東京文化会館 #462 A カイルベルト、ヨーゼフ モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1973/01/12 東京文化会館 #592 A スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

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

モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1977/01/26 NHKホール #711 B ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1979/03/01 東京文化会館 ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 都民芸術フェスティバル

1980/10/31 NHKホール #821 C グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1982/12/17 NHKホール #888 C スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1984/01/11 NHKホール #919 A スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1989/09/19 サントリーホール 山下一史 モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

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～

1991/09/12 NHKホール
#1149
A

フルネ、ジャン モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1994/10/15 NHKホール
#1241
C

ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

コウト、イルジー モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543



2002/05/09 KBSホール デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

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

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2006/04/29 NHKホール
#1568
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2006/11/05 NHKホール ノリントン、ロジャー モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2009/10/28 サントリーホール
#1657
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2014/02/19 サントリーホール
#1777
B

マリナー、ネヴィル モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2014/09/10 NHKホール
#1787
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1958/04/05 不詳
ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543：第3楽章 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1964/09/16 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/04/04 東京文化会館 #521 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1973/01/19 東京文化会館 #593 B スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1975/05/26 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550 コンチェルトの夕べ

1978/01/12 NHKホール #739 A ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1979/12/12 NHKホール #798 B
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1982/12/17 NHKホール #888 C スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1984/01/11 NHKホール #919 A スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1988/01/22,23 NHKホール
#1042
C

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1988/10/13 NHKホール
#1062
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1989/10/31 サントリーホール スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

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

1990/10/24 NHKホール
#1123
B

ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

2001/11/08 NHKホール
#1445
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550 ワーグナーの夕べ

2003/06/25 サントリーホール
#1491
B

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550 オール・モーツァルト・プログラム

2008/02/20 サントリーホール
#1615
B

シェレンベルガー、ハンス
イェルク

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

2009/10/28 サントリーホール
#1657
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

2014/09/19 NHKホール
#1788
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1957/03/22 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

ＮＨＫラジオ「ローゼンストック告別演奏会」
公開収録

1964/01/25 NHKホール(旧) 外山雄三 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/05/11 札幌市民会館 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

7

1967/01/14放送 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1968/05/22 東京文化会館 #505 B カイルベルト、ヨーゼフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1969/03/29 東京文化会館 #520 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1974/05/08 NHKホール #631 A ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1977/06/20 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

モーツァルトの夕べ

1979/05/30 NHKホール #782 B マリナー、ネヴィル モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1980/12/17 NHKホール #828 A ワイケルト、ラルフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1981/10/28 NHKホール #852 B チェッカート、アルド モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1982/12/17 NHKホール #888 C スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

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

モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1984/01/11 NHKホール #919 A スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1988/01/22,23 NHKホール
#1042
C

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1989/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

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
1989-1991～モーツァルト家三代の音楽
モーツァルトの世界(I)～

1990/11/26 サントリーホール 山田一雄 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

山田一雄楽壇生活50周年記念

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 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

オープニング・コンサート



1993/02/24 NHKホール
#1195
B

フルネ、ジャン モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1994/08/18 静岡市民文化会館 尾高忠明 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1995/05/18 NHKホール
#1263
A

若杉弘 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

オーチャード定期第38回

2006/04/29 NHKホール
#1568
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2006/12/13 サントリーホール
#1585
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

モーツァルト生誕250年

2011/09/04 NHKホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

N響チャリティコンサートHOPE
司会：黒崎めぐみ

2012/09/26 サントリーホール
#1735
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

Ｎ響「夏」2014

2014/09/27 NHKホール
#1789
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2017/06/14 NHKホール コープマン、トン モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

第3回 水曜 夜のクラシック

1966/01/01放送 NHKホール(旧) カイルベルト、ヨーゼフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

ＮＨＫラジオ「ニューイヤーコンサート」

1974/05/18 NHKホール ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」：第4楽章

第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. 交響曲 ニ短調 K.97
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
～イタリアの少年モーツァルト

1990/09/02 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、W.A. 行進曲 ニ長調 K.249

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ第12
回モーツァルト家三代の音楽
～レーオポルド・モーツァルト

1980/09/18 NHKホール #818 A ケーゲル、ヘルベルト モーツァルト、W.A. シェーナとアリア「ああ、私はどこに」 K.369
カサピエートラ、チェレスティーナ
(sop.)

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A. シェーナとアリア「ああ、私はどこに」 K.369
豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1980/09/18 NHKホール #818 A ケーゲル、ヘルベルト モーツァルト、W.A.
シェーナとロンド「どうしてあなたを忘れられよう」
K.505

カサピエートラ、チェレスティーナ
(sop.)

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
シェーナとロンド「どうしてあなたを忘れられよう」
K.505

アレキサンダー、ロバータ(sop.)
/プレヴィン、アンドレ(pf.)

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
セレナード 第9番 ニ長調 K.320
「ポストホルン」：第3楽章 / 第4 楽章

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1974/03/15 NHKホール #626 B スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

1982/05/12 NHKホール #871 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1991/10/08 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

2000/11/30 NHKホール
#1421
A

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

2001/05/23 サントリーホール
#1435
B

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

2006/08/06 NHKホール 山下一史 モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」： 第1楽章

「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

1973/11/07 NHKホール #613 A ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.203

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.203：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)

1974/05/08 NHKホール #631 A ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
セレナード ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥル
ナ」

1990/10/07 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.
セレナード ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥル
ナ」

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
ザルツブルクの庭園にて

1990/11/26 サントリーホール 山田一雄 モーツァルト、W.A.
セレナード ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥル
ナ」

山田一雄楽壇生活50周年記念

2005/09/10 NHKホール
#1548
A

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A.
セレナード ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥル
ナ」

1973/06/17 東京文化会館 #609 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.250 「ハフナー」

1983/12/02 NHKホール #916 C ヴァント、ギュンター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.250 「ハフナー」

1990/09/02 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.250 「ハフナー」

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ第12
回モーツァルト家三代の音楽
～レーオポルド・モーツァルト

1973/06/17 東京文化会館 #609 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
セレナード ニ長調 K.286 「4つのオーケストラの
ためのノットゥルノ」



1972/02/14,15 東京文化会館 #573 B ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」

1982/04/07 NHKホール #869 A ヴァント、ギュンター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」

1986/02/05 NHKホール #982 A スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」

1990/10/07 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」
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
ザルツブルクの庭園にて

1975/02/05 NHKホール #652 A ギーレン、ミヒャエル モーツァルト、W.A. セレナード ハ短調 K.388

1975/01/24 NHKホール #650 C ギーレン、ミヒャエル モーツァルト、W.A. セレナード 変ロ長調 K.361

1989/11/16 NHKホール
#1095
A

スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. セレナード 変ロ長調 K.361

2008/02/20 サントリーホール
#1615
B

シェレンベルガー、ハンス
イェルク

モーツァルト、W.A. セレナード 変ロ長調 K.361
シェレンベルガー、ハンスイェルク
(ob.)

ブライトコップフ版に基づく

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ モーツァルト、W.A.
それは前からわかっていた
K.272

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A. 聴聞僧のおごそかな夕べの祈りハ長調 K.339
小林英之(org.)/東京混声合唱団
(chor.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルト・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント  ヘ長調
K.138

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.136

世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1967/01/28 不詳 マタチッチ、ロヴロ･フォン モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.251

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1999/05/29 NHKホール
#1381
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.251

1989/05/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.334

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
1989-1991
～モーツァルト家三代の音楽モーツァルト
の世界(I)～

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.334：第3楽章

オーチャード定期第38回

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント 変ホ長調
K.113

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
～イタリアの少年モーツァルト

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント 変ロ長調
K.270

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
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1970/05/23 不詳 森正 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント 変ロ長調
K.287

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/07/12 不詳 若杉弘 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント 変ロ長調
K.287

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A.
ドイツ語小カンタータ「無限なる宇宙の創造者を
崇敬する汝ら が」 K.619

饗場知昭(ten.)/アントルモン、フィ
リップ(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～『魔
笛』の領域～

1973/01/19 東京文化会館 #593 B スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. ドイツ舞曲 ハ長調 K.605

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. ドイツ舞曲 ハ長調 K.605

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第5番 ニ長調
K.175

伊藤恵(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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1982/05/12 NHKホール #871 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第6番 変ロ長調
K.238

野島稔(pf.)

1981/09/30 NHKホール #849 B マカール、ズデネック モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調
K.271

ゼルキン、ピーター(pf.)

1998/04/23 NHKホール
#1350
A

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調
K.271

ケフェレック、アンヌ(pf.) 世界の若手指揮者たち

1973/06/17 東京文化会館 #609 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第12番 イ長調
K.414

サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

1983/01/26 NHKホール #891 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第12番 イ長調
K.414

ピレシュ、マリア・ジョアン(pf.)

1994/10/26 NHKホール
#1243
B

ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第12番 イ長調
K.414

カツァリス、シプリアン(pf.)

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

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第13番 ハ長調
K.415

サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第13番 ハ長調
K.415

伊藤恵(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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1966/03/19 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第15番 変ロ長調
K.450

ヘブラー、イングリート(pf.)

1991/09/27 NHKホール
#1151
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第15番 変ロ長調
K.450

野島稔(pf.)

1977/10/21 NHKホール #732 C 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調
K.453

ヘブラー、イングリート(pf.)

1992/11/05 NHKホール
#1185
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調
K.453

ピレス、マリア・ジョアン(pf.)

1998/06/24 NHKホール
#1357
B

ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調
K.453

ヘブラー、イングリート(pf.)

1961/01/08放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

バドゥラ・スコダ、パウル(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」



1974/05/18 NHKホール ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

クラウス、リリー(pf.)
第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1975/11/19 NHKホール #673 A マタチッチ、ロヴロ･フォン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

弘中孝(pf.)

1978/01/12 NHKホール #739 A ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

コチシュ、ゾルターン(pf.)

1980/02/09 東京文化会館 シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

クリーン、ワルター(pf.)

1981/01/31 NHKホール シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

本荘玲子(pf.)

1982/11/19 NHKホール #885 C ベルゲル、エーリッヒ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

アックス、エマニュエル(pf.)

1988/06/15 NHKホール
#1057
B

スラットキン、レナード モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1990/01/29 サントリーホール シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

神谷郁代(pf.)

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～

1992/02/28 NHKホール
#1166
C

十束尚宏 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

井上直幸(pf.)

1993/11/11 NHKホール
#1215
A

シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

クーパー、イモジェン(pf.)

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.) オーチャード定期第38回

2006/04/14 NHKホール
#1566
C

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

アンデルジェフスキ、ピョートル
(pf.)

2014/01/15 サントリーホール
#1773
B

ルイージ、ファビオ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

2018/01/17 サントリーホール 1877B アフカム、ダーヴィト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

小山実稚恵(pf.)

1975/05/26 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

コンチェルトの夕べ

1982/02/12 NHKホール #863 C アルブレヒト、ゲルト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

シェンク、ゲオルク・フリードリヒ
(pf.)

1986/10/22 NHKホール
#1003
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

ヴェレット、イレーナ(pf.)

1992/03/25 NHKホール
#1168
B

北原幸男 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

リンパニー、モーラ(pf.)

2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

児玉桃(pf.) 岩谷産業70周年記念

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

小菅優(pf.) 東京文化会館公演

2009/07/17 NHKホール ジャッド、ジェームズ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

ビス、ジョナサン(pf.) N響「夏」2009

2013/06/19 サントリーホール
#1759
B

チョン、ミョンフン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

チョ、ソンジン(pf.)

2014/10/02 NHKホール ジ-クハルト、マルティン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

アヴデーエワ、ユリアンナ(pf.) ＮＨＫ音楽祭2014

1975/05/26 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

コンチェルトの夕べ

1976/02/06 NHKホール #682 A ドレヴァンツ、ハンス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

藤村佑子(pf.)

1981/01/21 NHKホール #830 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

野島稔(pf.)

1983/06/22 NHKホール #903 B ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

フィッシャー、アニー(pf.)

1989/10/31 サントリーホール スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

バルト、ツィモン(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・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～

2005/11/18 NHKホール
#1554
C

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

クーパー、イモジェン(pf.)
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

2014/02/19 サントリーホール
#1777
B

マリナー、ネヴィル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

フェルナー、ティル(pf.)

1977/12/09 NHKホール #738 C シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

クリーン、ワルター(pf.)

1981/05/28 NHKホール 森正 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

安川加寿子(pf.)
安川加寿子特別演奏会―第4回東京音楽
芸術祭―

1982/06/25 NHKホール #876 C ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

リグット、ブルーノ(pf.)

1986/08/08
昭和女子大学 人
見記念講堂

外山雄三 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

ブーニン、スタニスラフ(pf.) 協奏曲の夕べ

1991/10/08 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

花房晴美(pf.)

1992/02/07 NHKホール
#1163
C

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

2002/12/18 サントリーホール
#1477
B

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

ハフ、スティーヴン(pf.)

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

清水和音(pf.)
新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

2005/09/10 NHKホール
#1548
A

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

ヘルマン、コルネリア(pf.)

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

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

フォークト、ラルス(pf.)

2009/10/23 NHKホール
#1656
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

池場文美(pf.)

2015/11/25 サントリーホール
#1822
B

マリナー、ネヴィル モーツァルト、W.A. ピアノ協奏曲 第24番 K.491 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

1965/06/08 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

ケンプ、ウィルヘルム
録音日は1965年6月8日となっているが、
同年6月3日の可能性あり



1967/01/28 不詳 マタチッチ、ロヴロ･フォン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

深沢亮子(pf.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/12/05 NHKホール #616 A マタチッチ、ロヴロ･フォン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

中村紘子(pf.)

1978/11/08 NHKホール #763 A デルヴォー、ピエール モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

エドシーク、エリック(pf.)

1979/12/07 NHKホール #797 C
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

中村紘子(pf.)

1980/06/25 NHKホール #814 A ペリック、クリストフ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

中村紘子(pf.)
ジャック・ルヴィエによるサン・サーンスの
ピアノ協奏曲第2番から変更

1981/10/06 日比谷公会堂 尾高忠明 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

中村紘子(pf.) 有馬大五郎先生追悼演奏会

1983/03/02 NHKホール #895 B シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

クリーン、ワルター(pf.)

1987/03/25 NHKホール
#1018
B

岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

伊藤恵(pf.)

1989/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

野島稔(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
1989-1991～モーツァルト家三代の
音楽モーツァルトの世界(I)～

1992/09/04 NHKホール
#1178
C

アサートン、デーヴィッド モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

ダルベルト、ミシェル(pf.)

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

プレヴィン、アンドレ(pf.)

2001/01/27 NHKホール
#1426
C

メルクル、準 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

ヘブラー、イングリート(pf.)

2002/06/01 NHKホール
#1462
C

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

バドゥラ・スコダ、パウル(pf.)

2007/09/08 NHKホール
#1598
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

プレヴィン､アンドレ(pf.)

1984/06/22 NHKホール #934 C ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

ダルベルト、ミシェル(pf.)

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

コウト、イルジー モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

モラヴェツ、イヴァン(pf.)

2003/02/06 NHKホール
#1481
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

クーパー、イモジェン(pf.)

2015/02/18 サントリーホール
#1804
B

ヤルヴィ、パーヴォ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

アンデルジェフスキ、ピョートル
(pf.)

1961/05/21放送 日比谷公会堂 シュヒター、ウィルヘルム モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

デムス、イェルク(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1968/09/24 東京厚生年金会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

霧生トシ子(pf.)

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

中村紘子(pf.)
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

1983/11/18 NHKホール #915 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

中村紘子(pf.)

1986/01/22 NHKホール #980 B スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

クーパー、イモジェン(pf.)

2003/06/25 サントリーホール
#1491
B

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

ダルベルト、ミシェル(pf.) オール・モーツァルト・プログラム

2006/06/14 サントリーホール
#1573
B

メルクル、準 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

コワセヴィチ、スティーヴン(pf.)
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

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」：第3楽章

中村紘子(pf.)
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

1966/11/22 東京文化会館 #475 B 森正 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

デムス、イェルク(pf.)

1983/05/29
Kongresshall e des
Kulturpalaste s

岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

野島稔(pf.) プラハ

1988/01/22,23 NHKホール
#1042
C

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

コチシュ、ゾルターン(pf.)

1989/12/01 NHKホール
#1097
C

若杉弘 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

クリーン、ワルター(pf.)

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

田崎悦子(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
～訣別の響き～

2016/09/24 NHKホール
#1842
A

ヤルヴィ、パーヴォ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

フォークト、ラルス(pf.)

1970/05/23 不詳 森正 モーツァルト、W.A. ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調 K.382 遠藤郁子(pf.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1983/10/19 NHKホール #910 A グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調 K.382 ヘブラー、イングリート(pf.)

1995/01/16 サントリーホール 沼尻竜典 モーツァルト、W.A. ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調 K.382 清水和音(pf.)
20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1970/09/15 東京文化会館 バルシャイ、ルドルフ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

リヒテル、スヴャトラフ(pf.)

1968/11/30 不詳 森正 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

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

1970/09/15 東京文化会館 バルシャイ、ルドルフ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

リヒテル、スヴャトラフ(pf.)

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A.
ファゴット協奏曲 変ロ長調
K.191

岡崎耕治(fg.)
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. フリーメーソンのための小カンタータ K.623
饗場知昭(ten.)/高橋啓三(bs.)
/東京混声合唱団(chor.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ～『魔
笛』の領域～

1981/10/06 日比谷公会堂 尾高忠明 モーツァルト、W.A. フリーメーソンのための葬送の音楽 K.477 有馬大五郎先生追悼演奏会

1990/01/29 サントリーホール シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. フリーメーソンのための葬送の音楽 K.477

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～



1962/05/15,16,17 東京文化会館 #431 クルツ、エフレム モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

シェーファー、エレーン(fl.)

1970/07/18 不詳 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

小出信也(fl.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/05/17 東京文化会館 #605 B 森正 モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

デボスト、ミシェル(fl.)

1984/01/07 NHKホール 尾高忠明 モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

酒井秀明(fl.) 第10回若い芽のコンサート

1997/06/12 NHKホール
#1326
A

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

グラフェナウアー、イレナ(fl.)

1963/04/15 東京文化会館 #438 マルティノン、ジャン モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314

吉田雅夫(fl.)

1972/09/30放送 東京文化会館 #582 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314

小出信也(fl.)
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年6月14日録音の可能性あり

2017/06/14 NHKホール コープマン、トン モーツァルト、W.A. フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299
シュッツ、カール・ハインツ(fl.)/バル
ツェライト、シャルロッテ(hrp.)

第3回 水曜 夜のクラシック

1969/01/25 不詳 岩城宏之 モーツァルト、W.A. フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 宮本明恭(fl.)/永廻万里(hrp.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1976/05/28 NHKホール #694 A 外山雄三 モーツァルト、W.A. フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299
ゴールウェイ、ジェームズ(fl.)/
篠崎史子(hrp.)

1977/01/26 NHKホール #711 B ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A. フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299
ラルデ、クリスチャン(fl.)/ジャメ、マ
リー・クレール(hrp.)

1979/10/12 NHKホール #790 C ストラウス、ポール モーツァルト、W.A. フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299
小出信也(fl.)/マクドナルド、スーザン
(hrp.)

1981/09/24 NHKホール #848 A マカール、ズデネック モーツァルト、W.A. フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299
ラリュー、マクサンス(fl.)/ミルドニア
ン、スザンナ(hrp.)

1990/11/01 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 工藤重典(fl.)/吉野直子(hrp.)

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
フルートとハープのための協奏曲 ハ長調
K.299：第1楽章

高木綾子(fl.)/吉野直子(hrp.)
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

1995/01/16 サントリーホール 沼尻竜典 モーツァルト、W.A.
フルートとハープのための協奏曲 ハ長調
K.299：第1楽章

佐久間由美子(fl.)/吉野直子
(hrp.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1960/05/08放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314

吉田雅夫(fl.) ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1971/06/19 NHKホール(旧) 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314

小出信也(fl.) N響臨時演奏会

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第1番 ニ長調
K.412

千葉馨(hrn.)
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第1番 ニ長調
K.412（レヴィン補筆完成版）

バボラーク，ラデク(hrn.)

1970/11/09 東京厚生年金会館 #548 A エッサー、ヘリベルト モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調
K.447

リンダー、アルベルト(hrn.)

1974/06/13 NHKホール #634 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調
K.447

バウマン、ヘルマン(hrn.)

1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調
K.447

松﨑裕(hrn.)

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
1989-1991
～モーツァルト・ウィーン・コンサートモー
ツァルトのアウガルテン・コンサート～

1971/10/04 東京厚生年金会館 森正 モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ短調 K.427
伊藤京子(sop.)/木村宏子(alt.)
/田原祥一郎(ten.)/高橋修一
(br.)/日本プロ合唱連合(chor.)

管弦楽の夕べ

1988/10/13 NHKホール
#1062
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ短調 K.427
釜洞祐子(sop.)/永井和子(sop.)/
佐々木正利(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/
国立音楽大学(chor.)

2006/02/03 NHKホール
#1560
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ短調 K.427
幸田浩子(sop.)/半田美和子(sop.)/
福井敬(ten.)/河野克典(br.)/国立音
楽大学(chor.)

2019/11/22 NHKホール 1926C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ短調 K.427

ランツハマー、クリスティーナ(sop.)/
リヒター、アンナ・ルチア(sop.)/リヒ
ディ、ティルマン(ten.)/甲斐栄次郎
(bs.)/新国立合唱団(chor.)

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ長調 K.317 「戴冠式のミサ曲」
佐藤しのぶ(sop.)/永井和子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/小林
英之(org.)

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・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1990/03/09 NHKホール
#1106
C

ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ長調 K.317 「戴冠式のミサ曲」
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.)

1959/01/21 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム モーツァルト、W.A. モテット「踊れ 喜べ 幸いなる魂よ」K.165 ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ロイブナー送別演奏会

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. モテット「踊れ、喜べ、幸いな魂よ」 K.165 コロヴィーナ、タチャーナ(sop.)
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
～イタリアの少年モーツァルト

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド モーツァルト、W.A. モテット「踊れ、喜べ、幸いな魂よ」 K.165 森麻季(sop.)

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 モーツァルト、W.A.
モテット「踊れ、喜べ、幸いな魂よ」 K.165：ハレ
ルヤ

佐藤しのぶ(sop.) ソニックシティ・クリスマスコンサート

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A. レ・プティ・リアン K.Anh.10

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
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

1965/7/12 不詳 若杉弘 モーツァルト、W.A. レ・プティ・リアン K.Anh.10：序曲 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」



1970/10/02 東京厚生年金会館 #545 B ルッチ、ニコラ モーツァルト、W.A. レクイエム K.626

片野坂栄子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/
丹羽勝海(ten.)/芳野靖夫(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/東京
少年少女合唱隊(chor.)

1977/06/20 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A. レクイエム K.626

中沢桂(sop.)/木村宏子(alt.)/
鈴木寛一(ten.)/芳野靖夫(br.)
/味の素合唱団(chor.)/三菱商事
コーラス同好会(chor.)/日本興業銀
行合唱団(chor.)/新日本製鉄合唱団
(chor.)

モーツァルトの夕べ

1981/10/06 日比谷公会堂 尾高忠明 モーツァルト、W.A. レクイエム K.626
曽我栄子(sop.)/西内玲(alt.)/
小林一男(ten.)/田島好一(br.)
/国立音楽大学(chor.)

有馬大五郎先生追悼演奏会

1991/12/05 サントリーホール ナザレス、ダニエル モーツァルト、W.A. レクイエム K.626

マティス、エディット(sop.)/永井和子
(alt.)/スウェンセン、ロバート(ten.)/
ペルトゥージ、ミケーレ(br.&bs.)/小林
英之(org.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ
～モーツァルト葬送～

2005/01/23 神戸文化ホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. レクイエム K.626
森麻季(sop.)/福原寿美枝(alt.)
/望月哲也(ten.)/青戸知(br.)/
神戸市混声合唱団(chor.)

阪神淡路震災10年追悼N響神戸特別演奏
会

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.

レチタティーヴォとアリア、カ ヴァティーナ「ああ、
私にはこう なることと分かっていました！
―ああ、私の目の前から消え去って下さい―ど
うか、越えゆ
かないでくださいませ」 K.272

ネイグルステッド、キャサリン
(sop.)

1966/11/08 東京文化会館 #474 A 森正 モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「あわれなる者よ、ああ
夢よ―あたり吹くそよ風の」 K.431

ヘフリガー、エルンスト(ten.)

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「テッサーリアの民よ―
不滅の神、わ たしは求めぬ」 K.316

山田綾子(sop.)

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
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとありあ「もう良いの、あなたの
勝ちです―あ あ、捨てないでください、どう
ぞ」 K.486a (K.295a)

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「我が美しき恋人よ、さ
らば―あなたはお留まりください、ああ、愛しの
お人よ」 K.528

テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「我が美しき恋人よ、さ
らば―あなたはお留まりください、ああ、愛しの
お人よ」 K.528

豊田喜代美(sop.)
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

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「我が美しき恋人よ、さ
らば―あなたはお留まりください、ああ、愛しの
お人よ」 K.528

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「我が美しき恋人よ、さ
らば―あなたはお留まりください、ああ、愛しの
お人よ」 K.528

ネイグルステッド、キャサリン
(sop.)

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとロンド「愛する私の希望である
女よ！―あ あ、君と別れるのが、どれほど辛い
か」 K.416

豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1974/11/21 NHKホール #645 B クレー、ベルンハルト モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとロンド「もう言わないで、すっ
かりわかりまし た―恐れないで、恋人よ」
K.490

マティス、エディット(sop.)

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. ロンド「いとしい人よ、心配しないで」 K.490 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シェーナとロ
ンドのうち、後半部分のロンドのみが演奏
された

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：いいえ違います
―私はあなた のもの

ネイグルステッド、キャサリン
(sop.)

1956/10/28 神戸国際会館 グイ、ヴィットリオ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：カタログの歌「奥
さん、これが恋人のカタログ」

タッディ、ジュゼッペ(br.)

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

1956/10/28 神戸国際会館 グイ、ヴィットリオ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：彼女こそ私の宝 オンシーナ、フアン(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

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：彼女こそ私の宝 リッパート、ヘルベルト(ten.)

1956/10/28 神戸国際会館 グイ、ヴィットリオ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：恋人よ、さあこ
の薬で

ノーニ、アルダ(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

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：酒の歌「みんな
楽しくお酒を飲んで」

ブラック、ジェフリー(br.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：ドン・ジョヴァン
ニのセレナード
「窓辺にいでよ」

ブラック、ジェフリー(br.) NHK音楽祭

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：何というふしだら
な/ あの恩知 らずは約束を破って

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：悪者の正体が
わかったでしょう

ネイグルステッド、キャサリン
(sop.)



2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：第1幕 (抜粋)
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

2004/07/04 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ 望月京 クラウド・ナイン

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2004プレトーク(15:20～)：
JamesMacMillan/望月京/岡部真一郎(司
会)

2005/06/17 東京オペラシティ タン、ドゥン 望月京 クラウド・ナイン

2005年第53回尾高賞受賞
MusicTomorrow2005
プレトーク(18:20～)：TanDun/望月京/国枝
春恵/白石美雪(司会)

1964/12/10 東京文化会館 #451 ルンプフ、アレクサンダー 諸井誠 ヴァイオリンとオーケストラのための「協奏組曲」 江藤俊哉(vln.) 1963年度第12回尾高賞受賞

1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 諸井誠 協奏交響曲 第1番 「偶対」
宮田まゆみ(笙)/三橋貴風(尺八)/福
田輝久(尺八)/堅田啓輝(打物)/藤舎
華鳳(打物)

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

1974/10/26放送 不詳 森正 諸井誠 交感 第2協奏交響曲 藤舎呂悦(鼓)/園田高弘(pf.) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1966/12/21 不詳 森正 諸井誠 ピアノ協奏曲 第1番 小林仁(pf.)

1967/11/29 東京文化会館 森正 諸井誠 ピアノ協奏曲 小林仁(pf.) 現代日本の作品の夕べ

1969/10/30 東京文化会館 #531 B 岩城宏之 諸井誠 ピアノ協奏曲 木村かをり(pf.) 昭和41年度文部省「芸術祭奨励賞」受賞

1970/10/29放送 不詳 森正 諸井誠 わが出雲
伊原直子(alt.)/中村義春(br.)/曾我
栄子(声)/三輪かつえ(声)/二期会合
唱団(chor.)

芸術祭参加
＜作＞入沢康夫
＜演出＞中島武男
＜技術＞高柳裕雄

1990/01/12 NHKホール
#1100
C

サロネン、エサ･ペッカ モン(シェーンベルク) チェロ協奏曲 ニ長調 木越洋(vlc.)

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル モンサルヴァーチェ 5つの黒人の歌 浜田理恵(sop.)

2007/08/05 NHKホール 山下一史 モンティ チャールダーシュ 篠崎史紀(vln.)
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

1967/12/05 東京文化会館 #494 A マタチッチ、ロヴロ･フォン モンテヴェルディ 聖母のための夕べの祈り

片野坂栄子(sop.)/中村邦子(sop.)/
戸田敏子(alt.)/藤沼明彦(ten.)/中村
健(ten.)/大橋国一(br.)/高橋修一
(bs.)/東京混声合唱団(chor.)/二期
会(chor.)/日本合唱協会(chor.)/東
京少年少女合唱隊(chor.)

モンテヴェルディ生誕400年記念


