
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1990/04/24 サントリーホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ラーション クラリネット小協奏曲 作品45-3 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・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～後世のモーツァルト讃歌～

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 ラーション 田園組曲 作品19 第1回 水曜 夜のクラシック

1962/03/23放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1967/05/27 東京文化会館 #487 B フレッチャ、マッシモ ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

インバル、エリアフ ラヴェル
「ダフニスとクロエ」組曲 第1番 /
第2番

二期会合唱団(chor.)

2006/10/06 NHKホール
#1579
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラヴェル
「ダフニスとクロエ」組曲 第1番 /
第2番

栗友会(chor.)

1958/11/12 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 ＮＨＫラジオ「希望音楽会」公開収録

1962/11/16 東京文化会館 #434 小澤征爾 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1963/04/15 東京文化会館 #438 マルティノン、ジャン ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1963/04/17 東京文化会館 #438 マルティノン、ジャン ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1964/06/08,09,10 東京文化会館 #448 アンセルメ、エルネスト ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1966/01/01放送 NHKホール(旧) カイルベルト、ヨーゼフ ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 ＮＨＫラジオ「ニューイヤーコンサート」

1966/07/02放送
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1968/07/01 小樽市民会館 岩城宏之 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1969/06/17? 東京文化会館 岩城宏之 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
1969年6月17日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1973/02/12 東京文化会館 #596 B シュタイン、ホルスト ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 日本プロ合唱団連合(chor.)

1976/03/10 NHKホール #685 A 岩城宏之 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 東京混声合唱団(chor.)

1978/01/27 NHKホール #741 C ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1979/09/26 NHKホール #788 A ヴィッヒ、ギュンター ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1982/01/20 NHKホール #859 A ボド、セルジュ ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1984/11/16 NHKホール #945 C ラハバリ、アレクサンダー ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1987/09/04 サントリーホール デュトワ、シャルル ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 東京混声合唱団(chor.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'87
～都市と音楽IVパリ1913年

1989/01/07 NHKホール 飯森範親 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
第15回若い芽のコンサート
公演中止・録画のみ(昭和天皇崩御のた
め)

1991/01/06 NHKホール 沼尻竜典 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 第17回若い芽のコンサート

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1997/12/06 NHKホール
#1337
C

デュトワ、シャルル ラヴェル 海原の小舟

1992/01/22 NHKホール
#1162
B

若杉弘 ラヴェル 歌劇「こどもと魔法」 (演奏会形式)

松本美和子(子供)/春日成子
(ママ&カップ&トンボ&木々&
動物たち)/水島範子(安楽椅子
&コウモリ&フクロウ&羊飼いの娘&
木々&動物たち)/番場ちひろ(火&お
姫様&うぐいす
&木々&動物たち)/青木道子(雌猫&
リス&羊飼いの男&木々&動物たち)/
高橋啓三(ソファ&木&木々&動物た
ち)/村田健司(大時計&雄猫&木々&
動物たち)/小林彰英(ティーポット&
小さな老人&雨蛙&木々&動物たち)/
二期会(chor.)

言語指導：村田健司
合唱指導：岡田司

2012/12/01 NHKホール
#1742
A

デュトワ、シャルル ラヴェル 歌劇「こどもと魔法」 (演奏会形式・字幕つき)

エブラール、エレーヌ(子供)/メシェ
ン、エロディ(ママ&カップ&トンボ)/ア
クセンティ、ディアナ(安楽椅子&雌猫
&リス&羊飼いの男)/クリスティ、アン
ナ(火
&うぐいす)/天羽明惠(お姫様
&コウモリ&フクロウ&羊飼いの娘)/レ
マル、ジョナサン(ソファー&木)/ウィ
ルソン・ジョンソン、デーヴィッド(大時
計&雄猫)/モントヴィダス、エドガラス
(ティーポット&小さな老人&雨蛙)/二
期会合唱団(chor.)/NHK東京児童合
唱団(children
chor.)

副指揮：岩村力
合唱指揮(二期会)：冨平恭平/鈴木彰久
合唱指揮(NHK東京児童合唱団)：大谷研
二
字幕：和田ひでき
字幕操作：イヤホンガイド/G・マーク

2011/01/14 NHKホール
#1692
C

マリン、イオン ラヴェル 組曲「クープランの墓」

2013/12/11 サントリーホール
#1771
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 組曲「クープランの墓」

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル 組曲「クープランの墓」

1961/05/21放送 日比谷公会堂 シュヒター、ウィルヘルム ラヴェル
組曲「クープランの墓」：前奏曲、メヌエット、リ
ゴードン

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/10/18放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」



1963/05/25 NHKホール(旧) マルティノン、ジャン ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1979/10/19 NHKホール #791 A ストラウス、ポール ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

1982/01/20 NHKホール #859 A ボド、セルジュ ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」 N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

2004/12/08 サントリーホール
#1530
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

2007/09/14 NHKホール
#1599
C

プレヴィン、アンドレ ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

2015/05/15 NHKホール
#1809
C

デ・ワールト、エド ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」

2016/11/30 サントリーホール #1850B デュトワ、シャルル ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 ラヴェル 古風なメヌエット

2013/08/04 NHKホール 山下一史 ラヴェル 古風なメヌエット
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル 古風なメヌエット

2015/05/15 NHKホール
#1809
C

デ・ワールト、エド ラヴェル シェエラザード エルンマン、マレーナ(alt.)

1958/11/22 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ラヴェル スペイン狂詩曲 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/10/25 Salle Pleyel 岩城宏之 ラヴェル スペイン狂詩曲 パリ

1953/10/12 不詳 マルティノン、ジャン ラヴェル スペイン狂詩曲
ＮＨＫラジオ「ジャン・マルティノン特別演奏
会」

1953/10/13 日比谷公会堂 #350 マルティノン、ジャン ラヴェル スペイン狂詩曲

1963/01/18 東京文化会館 #435 フルネ、ジャン ラヴェル スペイン狂詩曲

1969/01/13,14 東京文化会館 #516 A 岩城宏之 ラヴェル スペイン狂詩曲

1969/02/05? 東京文化会館 岩城宏之 ラヴェル スペイン狂詩曲
1969年2月5日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1973/02/12 東京文化会館 #596 B シュタイン、ホルスト ラヴェル スペイン狂詩曲

1982/01/20 NHKホール #859 A ボド、セルジュ ラヴェル スペイン狂詩曲

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー ラヴェル スペイン狂詩曲

1998/12/09 サントリーホール
#1368
B

デュトワ、シャルル ラヴェル スペイン狂詩曲

2006/04/14 NHKホール
#1566
C

デュトワ、シャルル ラヴェル スペイン狂詩曲

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス ラヴェル スペイン狂詩曲 東京文化会館公演

2008/06/20 NHKホール
#1623
C

ザネッティ、マッシモ ラヴェル スペイン狂詩曲

2012/10/24 サントリーホール
#1738
B

マゼール、ロリン ラヴェル スペイン狂詩曲
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル スペイン狂詩曲

1965/12/02,03 東京文化会館 #460 A フルネ、ジャン ラヴェル チガーヌ 海野義雄(vln.)

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

ラヴェル チガーヌ アモイヤル、ピエール(vln.)

1985/01/06 NHKホール 尾高忠明 ラヴェル チガーヌ 奥村智洋(vln.) 第11回若い芽のコンサート

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス ラヴェル チガーヌ リン、チョーリャン(vln.)

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 ラヴェル チガーヌ 戸田弥生(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

2012/07/20 NHKホール アクセルロッド、ジョン ラヴェル チガーヌ コリー・ダルバ、レイチェル(vln.) N響「夏」2012東京公演

2012/07/21
ザ・シンフォニー
ホール

アクセルロッド、ジョン ラヴェル チガーヌ コリー・ダルバ、レイチェル(vln.) N響「夏」2012大阪公演

2016/12/16 NHKホール #1851C デュトワ、シャルル ラヴェル チガーヌ レーピン、ヴァディム(vln.)

1965/01/22 東京文化会館 デルヴォー、ピエール ラヴェル 道化師の朝の歌

1978/11/17 NHKホール #765 C デルヴォー、ピエール ラヴェル 道化師の朝の歌

1984/06/22 NHKホール #934 C ワルベルク、ハインツ ラヴェル 道化師の朝の歌

1996/12/20 NHKホール デュトワ、シャルル ラヴェル 道化師の朝の歌 デュトワ常任指揮者就任記念

1996/12/21 NHKホール デュトワ、シャルル ラヴェル 道化師の朝の歌 デュトワ常任指揮者就任記念

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス ラヴェル 道化師の朝の歌 東京文化会館公演

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 ラヴェル 道化師の朝の歌
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ

2015/06/06 NHKホール
#1811
A

ドゥネーヴ、ステファヌ ラヴェル 道化師の朝の歌

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル 道化師の朝の歌

1958/11/22 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ラヴェル ドゥルシネア姫に心を寄せるドン・キホーテ ジャンセン、ジャック(br.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1965/01/22 東京文化会館 デルヴォー、ピエール ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

1991/04/18 NHKホール
#1140
A

デュトワ、シャルル ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ 東京文化会館公演

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ NHK音楽祭



2009/12/16 サントリーホール
#1663
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ Ｎ響「夏」2014

1987/02/06 NHKホール
#1013
C

ベルティーニ、ガリー ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 二期会(chor.) S.P.ディアギレフを賛えて

1991/04/18 NHKホール
#1140
A

デュトワ、シャルル ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 東京混声合唱団(chor.)

1995/05/30 サントリーホール ブーレーズ、ピエール ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 晋友会合唱団(chor.) ピエール・ブーレーズ・フェスティバル

1997/12/06 NHKホール
#1337
C

デュトワ、シャルル ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 東京混声合唱団(chor.)

2007/09/14 NHKホール
#1599
C

プレヴィン、アンドレ ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

2013/02/15 NHKホール
#1749
C

メルクル、準 ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 国立音楽大学(chor.) 合唱指導：田中信昭/永井宏

1963/01/29
武蔵野音楽大学
ベートーヴェンホー
ル

フルネ、ジャン ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1974/10/30 NHKホール #642 B フルネ、ジャン ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1983/04/06 NHKホール #898 A 秋山和慶 ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

ヤノフスキ、マレク ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1993/02/24 NHKホール
#1195
B

フルネ、ジャン ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1999/04/02 NHKホール
#1376
C

デュトワ、シャルル ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2006/04/14 NHKホール
#1566
C

デュトワ、シャルル ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」 Ｎ響「夏」2014

2016/12/16 NHKホール #1851C デュトワ、シャルル ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2018/01/17 サントリーホール 1877B アフカム、ダーヴィト ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1963/01/09 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 安川加寿子(pf.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/04/03 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ベネデッティ・ミケランジェリ、アル
トゥーロ(pf.)

1974/09/06 NHKホール #637 A 飯守泰次郎 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ティモフェーエワ、リュボーフ
(pf.)

1982/01/20 NHKホール #859 A ボド、セルジュ ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1989/06/16 NHKホール
#1085
C

タバシュニク、ミシェル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 清水和音(pf.)

1993/02/08 サントリーホール フルネ、ジャン ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 清水和音(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIIフランス近代音楽

1994/09/08 NHKホール
#1239
A

スタインバーグ、ピンカス ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ヤブロンスキー、ペーテル(pf.)

1997/12/06 NHKホール
#1337
C

デュトワ、シャルル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)

1999/09/24 NHKホール
#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 梯剛之(pf.)

2003/09/10 サントリーホール
#1494
B

岩村力 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 フォークト、ラルス(pf.)

2007/09/14 NHKホール
#1599
C

プレヴィン、アンドレ ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)

2009/12/16 サントリーホール
#1663
B

デュトワ、シャルル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ルガンスキー、ニコライ(pf.)

2010/12/15 サントリーホール
#1690
B

デュトワ、シャルル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 エマール、ピエール・ロラン(pf.)

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 清水和音(pf.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ワン，ユジャ（pf.）

2015/10/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ティボーデ、ジャン・イヴ（pf.）

2018/11/09 NHKホール 1897C ノセダ、ジャナンドレア ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 アリス・紗良・オット(pf.)

1975/10/08 NHKホール #671 A 外山雄三 ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 安川加寿子(pf.)

1981/05/28 NHKホール 森正 ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 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―

1991/04/18 NHKホール
#1140
A

デュトワ、シャルル ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

1993/06/23 NHKホール
#1207
B

メッツマッハー、インゴ ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 野島稔(pf.)

1996/05/27 サントリーホール スラットキン、レナード ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 クロスリー、ポール(pf.) サントリーホール定期演奏会1996年-I

2002/05/16 NHKホール
#1460
A

ギルバート、アラン ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 オズボーン、スティーヴン(pf.)

2007/01/17 サントリーホール
#1587
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 舘野泉(pf.) Ｎ響「夏」2014

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 エマール、ピエール・ロラン(pf.)

1963/05/25 NHKホール(旧) マルティノン、ジャン ラヴェル ボレロ NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)



1968/02/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 ラヴェル ボレロ NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1974/03/30 NHKホール 尾高忠明 ラヴェル ボレロ
第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1977/09/16 NHKホール #729 C 外山雄三 ラヴェル ボレロ

1978/11/17 NHKホール #765 C デルヴォー、ピエール ラヴェル ボレロ

1980/04/04 NHKホール #809 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ラヴェル ボレロ

1981/10/14 NHKホール #850 A チェッカート、アルド ラヴェル ボレロ

1984/06/22 NHKホール #934 C ワルベルク、ハインツ ラヴェル ボレロ

1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント ラヴェル ボレロ

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ラヴェル ボレロ
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1989/07/31 NHKホール 山本直純 ラヴェル ボレロ N響「夏」'89

1990/06/01 NHKホール 大友直人 ラヴェル ボレロ 日本文字放送創立5周年記念(非公開)

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン ラヴェル ボレロ

1996/05/27 サントリーホール スラットキン、レナード ラヴェル ボレロ サントリーホール定期演奏会1996年-I

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル ラヴェル ボレロ

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス ラヴェル ボレロ 東京文化会館公演

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 ラヴェル ボレロ
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

2009/06/17 NHKホール
#1651
B

メルクル、準 ラヴェル ボレロ

2011/09/04 NHKホール 外山雄三 ラヴェル ボレロ
N響チャリティコンサートHOPE
司会：黒崎めぐみ

2012/10/24 サントリーホール
#1738
B

マゼール、ロリン ラヴェル ボレロ
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2015/06/06 NHKホール
#1811
A

ドゥネーヴ、ステファヌ ラヴェル ボレロ

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル ボレロ

1980/04/04 NHKホール #809 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2000/12/06 サントリーホール
#1422
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2007/01/17 サントリーホール
#1587
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラウタヴァーラ Book of Visions
日本初演NHK交響楽団、ベルギー国立管
弦楽団、ロイヤル・スコットランド国立管弦
楽団委嘱

2000/10/19 NHKホール
#1415
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラウタヴァーラ ピアノ協奏曲 第3番 「夢の贈り物」
アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

アシュケナージ委嘱
日本初演

1978/10/13 NHKホール #760 C ツェンダー、ハンス ラッヘンマン 響影

2015/04/17 NHKホール
#1806
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ラフマニノフ ヴォカリーズ

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ラフマニノフ 歌劇「アレコ」：月は高く ギャウロフ、ニコライ(br.) ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1988/11/16 NHKホール
#1066
B

アサートン、デーヴィッド ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 作品13

1995/06/21 NHKホール
#1267
B

シモノフ、ユーリ ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 作品13

2015/06/17 サントリーホール
#1813
B

尾高忠明 ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 作品13

1966/11/08 東京文化会館 #474 A 森正 ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1980/06/25 NHKホール #814 A ペリック、クリストフ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1984/10/17 NHKホール #942 B スラットキン、レナード ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1994/02/10 NHKホール
#1224
A

ラザレフ、アレクサンダー ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1997/04/16 NHKホール
#1321
B

大友直人 ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2000/09/20 サントリーホール
#1412
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2005/06/03 NHKホール
#1542
C

ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2007/09/19 サントリーホール
#1600
B

プレヴィン、アンドレ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2010/05/08 NHKホール
#1673
A

尾高忠明 ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2013/04/13 NHKホール
#1751
A

ウンジャン、ピーター ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2020/2/5 サントリーホール 1934B ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1993/09/15 NHKホール
#1210
B

小泉和裕 ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

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

2001/05/17 NHKホール
#1434
A

ワルベルク、ハインツ ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44



2012/02/22 サントリーホール
#1723
B

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

2016/09/30 NHKホール
#1843
C

ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

1968/06/06 東京文化会館 #507 B 外山雄三 ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

1994/01/21 NHKホール
#1221
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

1999/04/02 NHKホール
#1376
C

デュトワ、シャルル ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2004/01/09 NHKホール
#1505
C

デュトワ、シャルル ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2006/06/03 NHKホール
#1571
A

渡邊一正 ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2011/05/18 サントリーホール
#1702
B

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2018/11/14 サントリーホール 1898B ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

1958/02/01 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ドワイアン、ジネット(pf.)
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」

1981/10/14 NHKホール #850 A チェッカート、アルド ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 シュミット、アンネローゼ(pf.)

1981/10/31 NHKホール 森正 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 海老彰子(pf.) 音楽コンクール50周年記念演奏会

1983/06/29 NHKホール #904 A ライトナー、フェルディナント ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ヴェレット、イレーナ(pf.)

1987/07/24 倉敷市民会館 外山雄三 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 アシュケナージ、ヴォフカ(pf.)
NHK岡山放送局テレビ放送開始30周年記
念
倉敷市新市発足20周年記念

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

1993/09/03 NHKホール
#1208
C

大友直人 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 小山実稚恵(pf.)

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

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ガヴリロフ、アンドレイ(pf.)

2008/12/17 サントリーホール
#1636
B

デュトワ、シャルル ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ワン、ユジャ(pf.)

2010/05/08 NHKホール
#1673
A

尾高忠明 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 小山実稚恵(pf.)

2015/01/21 サントリーホール
#1801
C

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ロマノフスキー、アレクサンダー（pf.）

2019/10/17 NHKホール 1922C ソヒエフ、トゥガン ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 アンゲリッシュ、二コラ(pf.)

2015/09/11 NHKホール
#1814
C

広上淳一 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ルガンスキ－、ニコライ（pf.）

1995/01/28 NHKホール
#1251
C

佐渡裕 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 作品1 中村紘子(pf.)

1952/04/17,18? 日比谷公会堂 #336 ウェス、クルト ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 クロイツァー、レオニード(pf.)

1968/04/06 NHKホール(旧) 森正 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 井内澄子(pf.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1969/06/17 東京文化会館 岩城宏之 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ヴァン・クライバーン(pf.)

1973/05/22 渋谷公会堂 #606 C 森正 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 野島稔(pf.)

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 中村紘子(pf.) 第1回N響ゴールデンポップス

1976/01/31 NHKホール 尾高忠明 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 松浦豊明(pf.)
第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

1978/05/25 NHKホール #752 B 井上道義 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 フレイレ、ネルソン(pf.)

1980/10/29 NHKホール #820 A グシュルバウアー、テオドル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ヴェレット、イレーナ(pf.)

1984/01/07 NHKホール 尾高忠明 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 伊藤恵(pf.) 第10回若い芽のコンサート

1984/11/03
洗足学園大学 前
田ホール

ラハバリ、アレクサンダー ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 田崎悦子(pf.)

1985/03/06 NHKホール #955 A 外山雄三 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1988/03/27
春日部市民文化会
館

尾高忠明 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 小山実稚恵(pf.)

1990/09/07 NHKホール
#1118
C

外山雄三 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ブーニン、スタニスラフ(pf.)

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ジルベルシュテイン、リリヤ(pf.)

1997/10/23 NHKホール
#1332
A

キタエンコ、ドミートリ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ワッツ、アンドレ(pf.)

2002/09/12 NHKホール
#1467
A

デュトワ、シャルル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 イム、ドンヒョク(pf.)

2004/11/24 サントリーホール
#1528
B

ルイージ、ファビオ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ゲルナー、ネルソン(pf.)

2008/04/05 NHKホール
#1616
A

メルクル、準 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 中村紘子(pf.)

2008/10/29 サントリーホール
#1630
B

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

2010/02/17 サントリーホール
#1669
B

ビシュコフ、セミョーン ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ヴォロディン、アレクセイ(pf.)

2013/02/28 NHKホール 渡邊一正 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 外山啓介(pf.) N響チャリティーコンサートHOPE

2013/11/15 NHKホール
#1767
C

ソヒエフ、トゥガン ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ベレゾフスキー、ボリス(pf.)

2015/04/17 NHKホール
#1806
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ヴィニツカヤ、アンナ（pf.）

2016/01/20 サントリーホール
#1828
B

ソヒエフ、トゥガン ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ゲニューシャス、ルーカス（pf.）



2019/02/15 NHKホール 1907C ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ガヴリリュク、アレクサンダー
(pf.)

1958/07/20放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 園田高弘(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1978/02/24 NHKホール #744 C ワラット、ハンス ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 中村紘子(pf.)

1980/01/16 NHKホール #799 A コンドラシン、キリル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 中村紘子(pf.)

1984/07/04 NHKホール #936 B ワルベルク、ハインツ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

1986/03/05 NHKホール #985 A 秋山和慶 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 清水和音(pf.)

1988/04/13 NHKホール
#1051
B

グラーフ、ハンス ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ウセー、セシル(pf.)

1991/06/20 NHKホール
#1146
A

フォスター、ローレンス ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ムストネン、オリ(pf.)

1993/10/16 NHKホール
#1211
C

ハウシルト、ヴォルフ･
ディーター

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ハフ、スティーヴン(pf.)

1997/01/17 NHKホール
#1310
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ジルベルシュテイン、リリヤ(pf.)

1998/11/28 世紀劇院 デュトワ、シャルル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 小山実稚恵(pf.)
中国公演(TV収録有)
日中平和友好条約締結20周年

1998/12/03 NHKホール
#1367
A

デュトワ、シャルル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 小山実稚恵(pf.) 中国公演プログラム

2002/06/13 NHKホール
#1463
A

デュトワ、シャルル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ラン、ラン(pf.)

2007/06/23 NHKホール
#1596
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 清水和音(pf.)

2011/09/16 NHKホール
#1707
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

2014/06/13 NHKホール
#1785
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 アブドゥライモフ、ベフゾド（pf.）

2017/09/22 NHKホール 1865C ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第4番 ト短調 作品40 コジュヒン、デニス(pf.)

2008/10/29 サントリーホール
#1630
B

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ(レスピーギ) 5つの練習曲「音の絵」

1964/10/15 東京文化会館 若杉弘 ラモー
バレエ組曲「カストールとポリュックス」：序曲 /
タンブーラン
/ メヌエット/ パスピエ / シャコンヌ

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1990/06/13 NHKホール
#1116
B

フルネ、ジャン ラモー(ジュヴェール) バレエ組曲「カストールとポリュックス」

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン ラロ 歌劇「イスの王様」：序曲

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス ラロ 歌劇「イスの王様」：序曲

1970/06/13 不詳 若杉弘 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 江藤俊哉(vln.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1975/09/05 NHKホール #667 C 岩城宏之 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 藤川真弓(vln.)

1976/07/03 NHKホール 森正 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 江藤俊哉(vln.)
第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1982/01/27 NHKホール #860 B ボド、セルジュ ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 カントロフ、ジャン・ジャック(vln.)

1985/11/27 立川市市民会館 小泉和裕 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 漆原朝子(vln.)

1989/10/05 NHKホール
#1092
A

ヤノフスキ、マレク ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 マイヤース、アン・アキコ(vln.)

1994/09/03 NHKホール
#1238
C

スタインバーグ、ピンカス ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 チー・ユン(vln.)

2001/12/15 NHKホール
#1450
C

デュトワ、シャルル ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 レーピン、ヴァディム(vln.)

2009/06/17 NHKホール
#1651
B

メルクル、準 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 レーピン、ヴァディム(vｌn.)

2011/07/15 NHKホール マルッキ、スザンナ ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 樫本大進(vln.) N響「夏」

2015/06/06 NHKホール
#1811
A

ドゥネーヴ、ステファヌ ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 カプソン，ルノー(vln.)

2013/02/28 NHKホール 渡邊一正 ラロ
スペイン交響曲 ニ短調 作品21：第1楽章 / 第4
楽章 / 第5楽章

山根一仁(vln.) N響チャリティーコンサートHOPE

1969/07/19 不詳 岩城宏之 ラロ チェロ協奏曲 ニ短調 徳永健一郎(vlc.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

2014/05/16 NHKホール
#1782
C

コボス、ヘスス・ロペス ラロ チェロ協奏曲　ニ短調 モーザー、ヨハネス（vlc.）

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ ランナー ワルツ「シェーンブルンの人々」 作品200 臨時公演「美しきウィーン」

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール ランナー ワルツ「宮廷舞踏会」 作品161

2006/08/06 NHKホール 山下一史 リード アルメニアン・ダンス パートI

「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

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 リード エル・カミーノ・レアル

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ
吹奏楽

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 リード 吹奏楽のための第１組曲から「ギャロップ」 本仮屋ユイカ(trb.)
N響ほっとコンサート～オーケストラ
からの贈り物～
吹奏楽

2001/06/13 サントリーホール
#1437
B

デュトワ、シャルル リーバーマン、L. ピアノ協奏曲 第2番 作品36 ハフ、スティーヴン(pf.)

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 リーバーマン、L. フルートとハープのための協奏曲 作品48 工藤重典(fl.)/早川りさこ(hrp.)
日本初演
MusicTomorrow1999プレトーク(18:20～)：
三善晃/池辺普一郎/楢崎洋子(司会)

1998/12/09 サントリーホール
#1368
B

デュトワ、シャルル リーバーマン、L. フルート協奏曲 作品39 ハッチンス、ティモシー(fl.)



2001/10/05 NHKホール デュトワ、シャルル リーバーマン、L. モーツァルトの主題による変奏曲 作品75 N響委嘱N響75周年記念特別演奏会

1959/10/18放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム リーバーマン、R. ジャズバンドとオーケストラのための協奏曲
原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
(jazzband)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

2009/10/17 NHKホール
#1655
A

プレヴィン、アンドレ リーム 厳粛な歌 (1996)

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム リゲティ アトモスフェール
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIブダペスト―東西の回廊

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン リゲティ アトモスフェール

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン リゲティ ヴァイオリン協奏曲 (1992) 庄司紗矢香(vln.)
MusicTomorrow2009プレトーク(18:20～)：
原田敬子/斉木由美/藤倉大/白石美雪
(司会)

2006/07/08 東京オペラシティ ノット、ジョナサン リゲティ サンフランシスコ・ポリフォニー
MusicTomorrow2006プレトーク(15:20～)：
猿谷紀郎/白石美雪(司会)

1973/03/14 東京文化会館 #599 B 岩城宏之 リゲティ ロンターノ

1993/06/02 NHKホール
#1204
B

スラットキン、レナード リゲティ ロンターノ

1973/01/12 東京文化会館 #592 A スウィトナー、オットマール リスト 交響詩「オルフェウス」

1986/01/08 NHKホール #979 A スタインバーグ、ピンカス リスト 交響詩「タッソー」

1973/01/19 東京文化会館 #593 B スウィトナー、オットマール リスト 交響詩「マゼッパ」

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 リスト ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
第8回N響ゴールデンポップス映画「オーケ
ストラの少女」使用曲

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 リスト ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1969/03/19 東京文化会館 岩城宏之 リスト ハンガリー狂詩曲 第3番 / 第4番 / 第2番

1985/10/16 NHKホール #971 B ペリック、クリストフ リスト ハンガリー幻想曲 カツァリス、シプリアン(pf.)

2019/12/11 サントリーホール 1929B カサド、パブロ・エラス リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 ハリトーノフ、ダニエル(pf.)

1960/09/22 ムジークハレ 岩城宏之 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 チェルカスキー、シューラ(pf.) ハンブルク

1964/05/09 日比谷公会堂 岩城宏之 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 シフラ、ジョルジュ(pf.) N響臨時演奏会

1965/05/31 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
ベネデッティ・ミケランジェリ、アル
トゥーロ(pf.)

録音日は1965年5月31日となっているが、
同年4月3日の可能性あり

1975/10/15 NHKホール #672 B 外山雄三 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 コチシュ、ゾルターン(pf.)

1976/01/28 NHKホール クレー、ベルンハルト リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 海老彰子(pf.) 若い芽のコンサート

1977/01/21 NHKホール #710 C ヴィッヒ、ギュンター リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 キッシュ、ジュラ(pf.)

1982/11/10 NHKホール #883 A ベルゲル、エーリッヒ リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 海老彰子(pf.)

1982/11/17 NHKホール #884 B ベルゲル、エーリッヒ リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 クリダ、フランス(pf.)

1984/07/18 福山市民会館 ワルベルク、ハインツ リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 花房晴美(pf.)

1986/01/08 NHKホール #979 A スタインバーグ、ピンカス リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 中村紘子(pf.)

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 小山実稚恵(pf.) 朝日ベルサロン特別公演

1988/01/13 NHKホール グシュルバウアー、テオドル リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 野原みどり(pf.) 第14回若い芽のコンサート

1988/04/25 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 小山実稚恵(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1989/04/13 NHKホール
#1080
A

北原幸男 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
オフチニコフ、ウラディーミル
(pf.)

1993/06/12 NHKホール
#1205
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 アックス、エマニュエル(pf.)

1995/08/19 サントリーホール パータノストロ、ロベルト リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 小川典子(pf.) サントリーホール定期演奏会1995年III

2005/04/09 NHKホール
#1538
A

メルクル、準 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 横山幸雄(pf.)

2013/02/20 サントリーホール
#1750
B

メルクル、準 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 シュフ、ヘルベルト(pf.)

2013/11/30 NHKホール
#1769
A

デュトワ、シャルル リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 ハフ、スティーヴン(pf.)

1975/06/13 NHKホール #664 C ワルベルク、ハインツ リスト ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 野島稔(pf.)

1976/10/13 NHKホール #701 B 山田一雄 リスト ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 ファルヴァイ、シャーンドル(pf.)

1994/06/23 NHKホール
#1237
A

デュトワ、シャルル リスト ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 ローティー、ルイ(pf.)

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

デュトワ、シャルル リスト ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 ローティー、ルイ(pf.)

1981/05/06 東京文化会 館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リスト ファウスト交響曲
ポリーニ、マウリツィオ(pf.)/ウィンク
ラー、ヘルマン(ten.)/日本プロ合唱
団連合(chor.)

「第4回東京音楽芸術祭」オープニング・コ
ンサート

1987/12/16 NHKホール
#1039
B

クロブチャール、ベリスラフ リスト ファウスト交響曲
山路芳久(ten.)/早稲田大学グリーク
ラブ(chor.)

1998/02/07 NHKホール
#1343
C

シュタイン、ホルスト リスト
レーナウのファウストによる2つのエピソード：村
の居酒屋の踊 り(メフィストワルツ)

1966/12/06 東京文化会館 #476 A ルッチ、ニコラ リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1972/05/24 東京文化会館 秋山和慶 リスト 交響詩「レ・プレリュード」 東京労音5月例会・N響特別演奏会

1976/08/21 NHKホール 森正 リスト 交響詩「レ・プレリュード」
第23回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 リスト 交響詩「レ・プレリュード」
第8回N響ゴールデンポップス映画「栄光
への序曲」

1978/09/27 NHKホール #757 A 外山雄三 リスト 交響詩「レ・プレリュード」



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

リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1983/03/02 NHKホール #895 B シュタイン、ホルスト リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1985/01/06 NHKホール 十束尚宏 リスト 交響詩「レ・プレリュード」 第11回若い芽のコンサート

1990/06/01 NHKホール 大友直人 リスト 交響詩「レ・プレリュード」 日本文字放送創立5周年記念(非公開)

1995/11/22 NHKホール
#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1998/02/07 NHKホール
#1343
C

シュタイン、ホルスト リスト 交響詩「レ・プレリュード」

2013/02/20 サントリーホール
#1750
B

メルクル、準 リスト 交響詩「レ・プレリュード」

2015/01/21 サントリーホール
#1801
C

ノセダ、ジャナンドレア リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1982/11/17 NHKホール #884 B ベルゲル、エーリッヒ リスト 死の踊り クリダ、フランス(pf.)

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン リスト(ドップラー) ハンガリー狂詩曲 第1番 ヘ短調
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～リストとドップラー
による共同編曲

1987/01/22 NHKホール
#1011
A

ボド、セルジュ リスト(ブゾーニ) スペイン狂詩曲 エンゲラー、ブリジット(pf.)

1995/08/19 サントリーホール パータノストロ、ロベルト
リスト(ミュラー・ベルクハウ
ス)

ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調 サントリーホール定期演奏会1995年III

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 リムスキー・コルサコフ 歌劇「サルタン皇帝の物語」：く まばちは飛ぶ 多戸幾久三(tub.)
「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

1974/01/26 NHKホール #621 C 秋山和慶 リムスキー・コルサコフ 歌劇「雪娘」：けれど、私はどう したのだろう？ ルデンコ、ベラ(sop.)

1994/09/08 NHKホール
#1239
A

スタインバーグ、ピンカス リムスキー・コルサコフ 組曲「サルタン皇帝の物語」 作品57

2012/06/09 NHKホール
#1730
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

リムスキー・コルサコフ 組曲「サルタン皇帝の物語」 作品57

2015/01/16 NHKホール
#1800
B

ノセダ、ジャナンドレア リムスキー・コルサコフ 組曲「見えない町キーテジの物語」

1965/01/17 日比谷公会堂 デルヴォー、ピエール リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

1966/07/09 渋谷公会堂 外山雄三 リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

1976/03/12 NHKホール #686 C 岩城宏之 リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

1982/06/16 NHKホール #874 A ワルベルク、ハインツ リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

1984/11/03
洗足学園大学 前
田ホール

ラハバリ、アレクサンダー リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 徳永二男(vln.)

1984/11/07 NHKホール #943 A ラハバリ、アレクサンダー リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 徳永二男(vln.)

1987/09/18,19 NHKホール
#1030
C

デュトワ、シャルル リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

1990/02/02 NHKホール
#1103
C

シュタイン、ホルスト リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 堀正文(vln.)

1996/06/12 NHKホール
#1297
B

スラットキン、レナード リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 山口裕之(vln.)

2001/02/10 NHKホール
#1427
C

デュトワ、シャルル リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

2015/04/17 NHKホール
#1806
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

2019/01/16 サントリーホール 1904B ソヒエフ、トゥガン リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 リムスキー・コルサコフ
交響組曲「シェエラザード」 作品35：カレンダー
王子の物語

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

2004/12/03 NHKホール
#1529
C

デュトワ、シャルル リムスキー・コルサコフ 序曲「ロシアの復活祭」 作品36

1965/08/21 東京文化会館 ホルヴァット、ミラン リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34 N響スラブ音楽の夕べ

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34 第2回 水曜 夜のクラシック

2019/12/11 サントリーホール 1929B カサド、パブロ・エラス リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

1962/05/26 NHKホール(旧) クルツ、エフレム リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/04/05 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

1970/10/10 不詳 若杉弘 リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1984/01/28 NHKホール 森正 リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34 青少年のためのプロムナードコンサート

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

2012/09/21 NHKホール
#1734
C

スラットキン、レナード リャードフ 8つのロシア民謡 作品58

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー リャードフ アポカリプスから 作品66

2019/01/26 NHKホール 1905C ソヒエフ、トゥガン リャードフ 交響詩「バーバ・ヤガー」 作品56

1980/01/16 NHKホール #799 A コンドラシン、キリル リャードフ 交響詩「魔の湖」 作品62

1984/05/16 NHKホール #932 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リャードフ 交響詩「魔の湖」 作品62

2013/11/20 サントリーホール
#1768
B

ソヒエフ、トゥガン リャードフ 交響詩「魔の湖」 作品62

2012/06/29 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ リンドベルイ パラダ
日本初演
MusicTomorrow2012

2008/07/01 東京オペラシティ ドロワイエ、ジャン リンドベルイ フェリア
日本初演
MusicTomorrow2008プレトーク(18:20～)：
西村朗/原田敬子/白石美雪(司会)

1984/10/05 NHKホール #940 C スラットキン、レナード ルース 地獄の機械

1960/10/24 Salle Pleyel クレツキ、パウル ルーセル 組曲 ヘ長調 作品33 パリ



1963/05/25 NHKホール(旧) マルティノン、ジャン ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/01/24放送 東京文化会館 #529 B フルネ、ジャン ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年10月14,15日の録音？

1980/10/29 NHKホール #820 A グシュルバウアー、テオドル ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

1990/06/13 NHKホール
#1116
B

フルネ、ジャン ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

2015/06/06 NHKホール
#1811
A

ドゥネーヴ、ステファヌ ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

1963/05/11 東京文化会館 マルティノン、ジャン ルーセル
バレエ音楽「くもの宴会」 作品
17

マルティノン特別演奏会

2002/09/12 NHKホール
#1467
A

デュトワ、シャルル ルーセル バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」 作品43

2001/02/21 サントリーホール
#1429
B

デュトワ、シャルル ルーセル
バレエ組曲「くもの宴会」 作品
17

1983/10/19 NHKホール #910 A グシュルバウアー、テオドル ルーセル
バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第1番 / 第2
番

1981/09/30 NHKホール #849 B マカール、ズデネック ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第2番

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第2番

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第2番 東京文化会館公演

2019/01/12 NHKホール 1903A ドゥネーヴ、ステファヌ ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第2番

1976/07/03 NHKホール 森正 ルグラン(服部克久) 映画「シェルブールの雨傘」から
第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

2000/08/25 東京文化会館 デュトワ、シャルル ルッソ ストリート・ミュージック (ブルース協奏曲)作品65

シーゲル、コーキー(harmonica
&pf.)/蠣崎耕三(ob.)/加藤明久(cl.)/
岡崎耕治(fg.)/関山幸弘(trp.)/栗田
雅勝(trb.)/植松透(perc.)/山口裕之
(vln.)/藤森亮一(vlc.)/吉田秀(cb.)

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

1993/06/23 NHKホール
#1207
B

メッツマッハー、インゴ ルトスワフスキ オーケストラのための協奏曲

1999/01/27 サントリーホール
#1371
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ルトスワフスキ オーケストラのための協奏曲

2008/05/10 NHKホール
#1619
A

尾高忠明 ルトスワフスキ オーケストラのための協奏曲

1975/01/22 NHKホール #649 A ギーレン、ミヒャエル ルトスワフスキ オーケストラのための書

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲

1988/05/23 サントリーホール 外山雄三 ルトスワフスキ 交響曲 第3番
日本初演
MusicinFuture1988プレトーク(18:00～)：湯
浅譲二/西村朗/一柳慧/船山隆(司会)

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ ルトスワフスキ 小組曲

2012/01/18 サントリーホール
#1719
B

スラットキン、レナード ルトスワフスキ チェロ協奏曲 ケラス、ジャン・ギアン(vlc.)

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 レイ(若松正司) 映画「白い恋人たち」から 第8回N響ゴールデンポップス

1967/04/26 東京文化会館 #484 A 近衛秀麿 レーガー 祖国への序曲 作品140

1992/04/16 NHKホール
#1170
A

シュタイン、ホルスト レーガー ピアノ協奏曲 ヘ短調 作品114 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

1981/02/12 NHKホール #833 A シュタイン、ホルスト レーガー ヒラーの主題による変奏曲と フーガ 作品100

1984/02/08 NHKホール #923 B シュタイン、ホルスト レーガー ベックリンによる4つの音詩 作品128

1973/11/14 NHKホール #614 B ヴィッヒ、ギュンター レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

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

レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

1985/09/18 NHKホール #967 A ヤノフスキ、マレク レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

1990/04/24 サントリーホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

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
～後世のモーツァルト讃歌～

1994/10/26 NHKホール
#1243
B

ムント、ウーヴェ レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

1961/10/21 東京文化会館 モレルリ、ジュゼッペ レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」

デル・モナコ、マリオ(カニオ)/ロ・フォ
レーゼ、アンジェロ(カニオ)/トゥッチ、
ガブリエルラ(ネッダ)/エレディア、レ
ナータ(ネッダ)/プロッティ、アルド(ト
ニオ)/ピリーノ、アントニオ(ペッペ)/
ドラーツィ、アッティリオ(シルヴィオ)/
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

レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」

ヌンツィアータ、エレナ(sop.)/ドミン
ゴ、プラシド(ten.)/ディ・ベルラ、ベ
ニート(br.)/デ・パルマ、ピエロ(ten.)/
サッコマーニ、ロレンツォ(br.)/ディ・
ヴィエトリ、ピエトロ(ten.)/マッツォッ
タ、パオロ(br.)/日本合唱協会
(chor.)/ひばり児童合唱団
(childrenchor.)

1968/08/17 不詳 森正 レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」：間奏曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」：間奏曲 朝日ベルサロン特別公演

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」：間奏曲

2005/12/10
横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」：間奏曲 横浜定期演奏会

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」：鳥の歌「大空を はれやかに」 渡辺葉子(sop.) 朝日ベルサロン特別公演

1957/01/13放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ レオンカヴァルロ 組曲「道化師」 作品26 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1979/06/20 NHKホール #784 A ワルベルク、ハインツ レズニチェク 歌劇「ドンナ・ディアナ」：序曲

1993/11/17 NHKホール
#1216
B

シュタイン、ホルスト レズニチェク 歌劇「ドンナ・ディアナ」：序曲

2017/01/18 サントリーホール #1854B ロペス・コボス、ヘスス レスピーギ 教会のステンドグラス

1979/03/14 NHKホール #775 A 岩城宏之 レスピーギ 組曲「鳥」

1995/02/01 NHKホール
#1252
B

山下一史 レスピーギ 組曲「鳥」

2017/01/18 サントリーホール #1854B ロペス・コボス、ヘスス レスピーギ グレゴリオ風の協奏曲 ダナイローヴァ、アルベナ(vln.)

1967/05/27 東京文化会館 #487 B フレッチャ、マッシモ レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

1967/05/11 東京文化会館 #486 A フレッチャ、マッシモ レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

1974/01/26 NHKホール #621 C 秋山和慶 レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

1979/03/28 NHKホール #777 B 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

1985/03/08 NHKホール #956 C 外山雄三 レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2003/05/28 サントリーホール
#1489
B

サンティ、ネルロ レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2008/06/20 NHKホール
#1623
C

ザネッティ、マッシモ レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

デュトワ、シャルル レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2017/01/18 サントリーホール #1854B ロペス・コボス、ヘスス レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

1962/06/20,21,22 東京文化会館 #432 小澤征爾 レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1965/07/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの松」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/12/13 東京文化会館 #477 B ルッチ、ニコラ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1973/08/01 NHKホール 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの松」
第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1974/01/18 NHKホール #619 A 秋山和慶 レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1979/03/14 NHKホール #775 A 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1985/11/15 NHKホール #975 C シュタイン、ホルスト レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1991/11/29 NHKホール
#1157
C

ナザレス、ダニエル レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1994/02/28 サントリーホール パータノストロ、ロベルト レスピーギ 交響詩「ローマの松」 サントリーホール定期演奏会1993-VII

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2004/09/24 NHKホール
#1521
C

サンティ、ネルロ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2006/08/06 NHKホール 山下一史 レスピーギ 交響詩「ローマの松」
「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

2008/06/20 NHKホール
#1623
C

ザネッティ、マッシモ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

デュトワ、シャルル レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2014/11/21 NHKホール
#1794
C

サンティ、ネルロ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

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

レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/04/04 東京文化会館 #469 B 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

1974/01/23 NHKホール #620 B 秋山和慶 レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

1979/03/23 NHKホール #776 C 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

1981/10/14 NHKホール #850 A チェッカート、アルド レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」



2004/11/19 NHKホール
#1527
C

ルイージ、ファビオ レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

2009/11/20 NHKホール
#1659
C

サンティ、ネルロ レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

デュトワ、シャルル レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

2008/10/29 サントリーホール
#1630
B

ノセダ、ジャナンドレア レスピーギ ブルレスカ 作品59

2009/11/20 NHKホール
#1659
C

サンティ、ネルロ レスピーギ 森の神々
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

1965/07/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1979/03/28 NHKホール #777 B 岩城宏之 レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲

2018/11/14 サントリーホール 1898B ノセダ、ジャナンドレア レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲

1959/08/07 NHKホール(旧) シュヒター、ウィルヘルム レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2019/01/12 NHKホール 1903A ドゥネーヴ、ステファヌ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1979/03/23 NHKホール #776 C 岩城宏之 レスピーギ(ロッシーニ) バレエ音楽「風変わりな店」

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 レハール 喜歌劇「ほほえみの国」：きみはわが心のすべて 佐野成宏(ten.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー レハール 喜歌劇「メリー・ウィドー」：ヴィリ アの歌 トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ レハール ワルツ「金と銀」 臨時公演「美しきウィーン」

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ レハール ワルツ「金と銀」 ウィーン音楽特集

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶
ロイド･ウェッバー
(南安雄)

ミュージカル「キャッツ」から
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ ローザス ワルツ「波を越えて」 ウィーン音楽特集

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 ロージャ(小野崎孝輔) 映画「ベン・ハー」組曲

第8回N響ゴールデンポップスプログラム
解説には「今夜の組曲は、ベン・ハーの愛
のテーマ、ローマ行進曲、海戦、奇跡とフィ
ナーレなどからなっています」と記載されて
いる

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 ロジャーズ(ベネット) シンフォニック・シナリオ「南太平洋」

第8回N響ゴールデンポップスミュージカル
「南太平洋」解説によると、ミュージカルの
上演の際ベネットがミュージカルの中の
ヒットナンバーを演奏会用作品にし、シン
フォニック・シナリオ「南太平洋」と名づけた

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：むごい運命よ ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1967/07/02 岐阜市民会館 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲

1973/08/01 NHKホール 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲
第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲 ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1984/12/14 NHKホール #948 C ノイマン、ヴァーツラフ ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲

2014/11/26 NHKホール
#1795
B

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」序曲

1950/03/27放送 不詳 グルリット、マンフレッド ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」

秋元清一(ゲスラー)/荒井基裕(ルド
ルフ)/中山悌一(ウイリアム・テル)/
石津憲一　　(ワルター)/畑中良輔(メ
ルヒタール)/岩崎成章(アーノルド)/
伊藤亘行(ロイトルト)/三宅春恵(マチ
ルデ)/川崎静子(ヘードウイヒ)/
石田栞(ジユミー)/柴田睦陸(漁夫)/
東京放送合唱団、藤原歌劇団合唱
部(chor.)

ＮＨＫラジオ「放送音楽会」
（植村敏夫・訳）

1968/08/17 不詳 森正 ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」 (抜粋) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/11/01? 東京文化会館 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」 ：序曲

1980/07/15 福井市文化会館 マーガ、オトマー ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲

1984/01/28 NHKホール 森正 ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲 青少年のためのプロムナードコンサート

1992/10/12 サントリーホール クーン、グスタフ ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲 サントリーホール特別演奏会

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲 NHK音楽祭

2004/09/18 NHKホール
#1520
A

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

1967/05/27 東京文化会館 #487 B フレッチャ、マッシモ ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」：序曲

1977/02/16 NHKホール #714 B ローゼンストック、ジョセフ ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」：序曲

1992/08/20 函館市民会館 外山雄三 ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」：序曲

2004/09/24 NHKホール
#1521
C

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」：序曲

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」：序曲
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」



1963/10/23 東京文化会館 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」

プロッティ、アルド(フィガロ)/シミオ
ナート、ジュリエッタ(ロジーナ)/サバ
トゥッチ、ロレンツォ(アルマヴィー
ヴァ伯爵)/ロッシ・レメーニ、ニコラ
(バジーリオ)/ラ・ポルタ、アルトゥー
ロ(バルトロ)/ディ・スタジオ、アンナ
(ベルタ)/オネスティ、ジョルジョ(フィ
オレルロ)/グッジャ、マリオ(軍曹)/久
米明(アンブロージョ)/有馬五郎(アン
ブロージョ)/桑山正一(公証人)/小林
恭(公証人)/二期会(chor.)/藤原歌劇
団合唱部(chor.)

LIRICAITALIANA1963
演出：ブルーノ・ノフリBrunoNofri
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
CamilloParravicini
合唱指揮：福永陽一郎
プロンプター：アルトゥーロ・ウォルフ・フェ
ラーリArturoWolf-Ferrari
副指揮：外山雄三、三石精一、若杉宏、菊
池彦典

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ
歌劇「セビリアの理髪師」：陰口はそよ風のよう
に

カーヴァ、カルロ(bs.)

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

1959/02/25 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト ロッシーニ
歌劇「セビリアの理髪師」：陰口はそよ風のよう
に

モンタルソロ、パオロ(bs.)

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ
歌劇「セビリアの理髪師」：陰口はそよ風のよう
に

ギャウロフ、ニコライ(br.) ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：今の歌声は
シミオナート、ジュリエッタ
(mez.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

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：今の歌声は キッサーリ、サンタ(sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：私は町のなんでも屋 プロッティ、アルド(br.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：私は町のなんでも屋 プロッティ、アルド(br.)

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

1968/08/17 不詳 森正 ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/07/15 奈良県文化会館 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1992/10/12 サントリーホール クーン、グスタフ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲 サントリーホール特別演奏会

1998/03/27,28 NHKホール
#1346
C

デュトワ、シャルル ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

1981/09/17 NHKホール #847 C マカール、ズデネック ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1987/06/19 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1987/06/20 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1991/01/11 NHKホール
#1130
C

フィッシャー、アダム ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

1987/01/08 NHKホール 外山雄三 ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：麗しい光が 佐橋美起(sop.) 第13回若い芽のコンサート

1959/02/25 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1965/07/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/06/14 不詳 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1978/05/25 NHKホール #752 B 井上道義 ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1998/01/08 NHKホール
#1340
A

ドレヴァンツ、ハンス ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

2012/01/18 サントリーホール
#1719
B

スラットキン、レナード ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

2014/11/21 NHKホール
#1794
C

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

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

ロッシーニ 歌劇「ブルスキーノ氏」：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/21 杉並公会堂 クルツ、エフレム ロッシーニ 歌劇「ランスへの旅」：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」：序曲 第13回心身障害児のためのN響演奏会

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

ヤノフスキ、マレク ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」：序曲 オーチャード定期

2003/05/28 サントリーホール
#1489
B

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」：序曲

1988/02/18 NHKホール
#1044
A

ワルベルク、ハインツ ロッシーニ 悲しみの聖母

佐藤しのぶ(sop.)/辻宥子(sop.)/
ヴァーサル、リチャード(ten.)/高橋啓
三(bs.)/昭和音楽大学(chor.)/昭和
音楽大学短期大学部(chor.)

当初の予定はロッシーニの「悲しみの聖
母」のテノール独唱者は市原多朗であった
が、リチャード・ヴァーサルRichardVersalle
に変更
合唱指導：及川貢



1999/09/16 NHKホール
#1386
A

デュトワ、シャルル ロッシーニ 悲しみの聖母

中村智子(sop.)/小山由美
(mez.sop.)/ラヴェンダー、ジャスティ
ン(ten.)/妻屋秀和(bs.)/スウェーデン
放送合唱団(chor.)

合唱指導：ステファン・パルクマン

2013/06/14 NHKホール
#1758
C

チョン、ミョンフン ロッシーニ 悲しみの聖母
ソ、ソニョン(sop.)/山下牧子(sop.)/カ
ン、ヨセフ(ten.)/パク、ジョンミン
(bs.)/東京混声合唱団(chor.)

合唱指揮：松井慶太

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ロッシーニ
歌劇「ウィリアム・テル」 ：序曲から「スイス軍の
行進」

ほっとコンサート2019

1961/10/24 東京文化会館 バジーレ、アルトゥーロ ロッシーニ
歌劇「セビリアの理髪師」：かげ口はそよ風のよ
うに

ワシントン、パオロ(bs.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/11/01
フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：私は町のなんでも屋 ドラーツィ、アッティリオ(br.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/10/24 東京文化会館 バジーレ、アルトゥーロ ロッシーニ 歌劇「ボエーム」：私の名はミミ テバルディ、レナータ(sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 ロドリーゴ アランフエスの協奏曲 荘村清志(guit.)
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1996/12/16 サントリーホール デュトワ、シャルル ロドリーゴ アランフエスの協奏曲 福田進一(guit.) サントリーホール定期演奏会1996-7

2017/01/13 NHKホール #1853C メナ、ファンホ ロドリーゴ アランフエスの協奏曲 カニサレス(guit.)

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 ロドリーゴ ある貴紳のための幻想曲 村治佳織(guit.)
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 ロビンソン(宮川泰) 映画「駅馬車」から 第8回N響ゴールデンポップス

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
ロペス、ロバート 作詞作曲

「アナと雪の女王」：生まれてはじめて
生田絵梨花(Vocal)/新妻聖子
(Vocal)

ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
ロペス、ロバート 作詞作曲

「アナと雪の女王」：とびら開けて
生田絵梨花（Vocal）/津田英佑
(Vocal)

ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
ロペス、ロバート 作詞作曲

「アナと雪の女王」：レット・イット・ゴー～ありのま
まで～

新妻聖子(Vocal)
ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

2015/08/02 NHKホール 山下一史
ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
ロペス、ロバート 作詞作曲

Let it go（レット・イット・ゴー） May J.(Vocal) 挾間美帆 編曲


