
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 斉木由美 モルフォゲネシス

ＮＨＫ委嘱世界初演
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)

1991/07/31 NHKホール 山本直純 三枝成彰 東北 '91 世界初演N響「夏」'91

2013/06/25 東京オペラシティ 下野竜也 酒井健治 ホワイトアウト
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2013

1956/01/08放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1960/08/28放送 不詳 岩城宏之 作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/10/08
Auditorium Foro
Italiano

外山雄三 作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽 ローマ

1981/01/07 NHKホール 森正 作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽 第26回N響ゴールデンポップス

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽

1959/01/01放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム 作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽 ＮＨＫラジオ「新春希望音楽会」

1973/11/11放送 不詳 岩城宏之 佐藤真
ソプラノとオーケストラのための交響的瞑想「死
の淵より」

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1970/10/29放送 不詳 若杉弘 佐藤眞 管弦楽のための変奏曲 芸術祭参加

1975/10/15放送 不詳 山田一雄 佐藤眞 交響的変容 島田麗子(org.) NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1972/08/09放送 不詳 森正 佐藤眞 蝶を追え！

谷隼人(オレという若者)/加藤道子
(母親)/原田茂生（弁護人）/中村健
(裁判長)/高橋修一(証人)/鈴木寛一
(ロミオ)/勝本章子(ジュリエット)/谷
隼人,佐藤明美(若い男女)/生方恵一
(アナウンサー)/加藤道子,高橋昌也
(声)/東京混声合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」
＜作＞木村嘉長
＜技術＞内藤晴夫
＜演出＞前田直純

1958/05/14 NHKホール(旧) 山田和男 サマラス オリンピック賛歌

三宅春恵(sop.)/川崎静子(alt.)
/柴田睦陸(ten.)/大橋国一(br.)/東
京藝術大学(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)

ラジオ＆テレビ
｢第54次IOC総会発会式」

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 サマルティーニ シンフォニア 変ホ長調 J.C.26
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

1969/01/31 東京文化会館 岩城宏之 サラサーテ チゴイナーワイゼン 作品20-1 江藤俊哉(vln.) 江藤俊哉バイオリン演奏会

1976/01/28 NHKホール クレー、ベルンハルト サラサーテ チゴイナーワイゼン 作品20-1 米谷彩子(vln.) 若い芽のコンサート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 サラサーテ チゴイナーワイゼン 作品20-1 漆原朝子(vln.)
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1989/10/31 サントリーホール スウィトナー、オットマール サリエリ 交響曲 ニ短調 「聖名祝日」

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～

2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル サリネン、アウリス 室内楽 第8番 作品94「木々はみな緑」 ウィスペルウェイ、ピーター(vlc.)
日本初演
MusicTomorrow2010

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン 猿谷紀郎 FLAIR of the SEEDS

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

猿谷紀郎
Where is HE?   夢  まじらい～ 谷川俊太郎の詩
"Where is HE?" とともに～

谷川俊太郎(poemandnarr.)

N響委嘱世界初演
N響創立80周年／サントリーホール20周
年記念公演「武満徹メモリアルデー・コン
サート」

2006/07/08 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 猿谷紀郎
ここに慰めはない～ゴットフリート・ベンのテキス
トによる

小川明子(mez.sop.)

2006年第54回尾高賞受賞
MusicTomorrow2006
プレトーク(15:20～)：猿谷紀郎/白石美雪
(司会)

2014/06/27 東京オペラシティ 高関健 猿谷紀郎
第62回神宮式年遷宮奉祝曲　交響詩「浄闇
（じょうあん）の祈り2673」（2013）

第62回尾高賞受賞曲
MusicTomorrow2014

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 猿谷紀郎 ゆらら おりみだりFractal Vision

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

1963/01/18 東京文化会館 #435 フルネ、ジャン サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 江藤俊哉(vln.)

1963/01/23 杉並公会堂 フルネ、ジャン サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/01/17放送 東京厚生年金会館 フルネ、ジャン サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 海野義雄(vln.) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1977/05/28 NHKホール ワルベルク、ハインツ サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 キム、ヤン・ウク(vln.)
第30回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/10/19 NHKホール #791 A ストラウス、ポール サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 カントロフ、ジャン・ジャック(vln.)

1989/02/15 NHKホール
#1075
B

シュタイン、ホルスト サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 クーレン、イザベル・ファン(vln.)

2004/01/09 NHKホール
#1505
C

デュトワ、シャルル サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 カプソン、ルノー(vln.)

2018/02/16 NHKホール 1880C ヤルヴィ、パーヴォ サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 樫本大進(vln.)

2007/01/27 NHKホール
#1588
A

デュトワ、シャルル サン・サーンス
歌劇「サムソンとデリラ」 作品47：あなたの声に
心は開く

グレーヴス、デニス(mez.sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ サン・サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」：あなたの声に心は開く ディ・スタジオ、アンナ(mez.sop.)

1968/03/17 東京文化会館 岩城宏之 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」 神西敦子(pf.)/本荘玲子(pf.)

1984/01/28 NHKホール 森正 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」 弘中孝(pf.)/本荘玲子(pf.) 青少年のためのプロムナードコンサート

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

ヤノフスキ、マレク サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」
ネットル、デイヴィッド(pf.)/マークハ
ム、リチャード(pf.)

オーチャード定期



2007/08/05 NHKホール 山下一史 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」：象

西田直文(cb.)/井戸田善之
(cb.)/稲川永示(cb.)/新納益
夫(cb.)/西山真二(cb.)/本間
達朗(cb.)/志賀信雄(cb.)/市
川哲郎(cb.)/金崎美和子(pf.)

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

2014/08/03 NHKホール 山下一史 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」：白鳥
向山佳絵子（vlc.）/飯面雅子（サンド
アート）

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2019/05/22 サントリーホール 1914B ヤルヴィ、ネーメ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 鈴木優人(org.)

1966/12/06 東京文化会館 #476 A ルッチ、ニコラ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1969/09/24 東京文化会館 #528 A フルネ、ジャン サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1973/08/01 NHKホール 岩城宏之 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78
第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1974/10/30 NHKホール #642 B フルネ、ジャン サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 島田麗子(org.)

1978/11/15 NHKホール #764 B デルヴォー、ピエール サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 イゾアール、アンドレ(org.)

1982/01/27 NHKホール #860 B ボド、セルジュ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1987/09/18,19 NHKホール
#1030
C

デュトワ、シャルル サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1988/12/12 サントリーホール ヤノフスキ、マレク サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 松居直美(org.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1991/09/06 NHKホール
#1148
C

アントルモン、フィリップ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1993/02/08 サントリーホール フルネ、ジャン サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78
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

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1999/09/08 サントリーホール
#1385
B

デュトワ、シャルル サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 小林英之(org.)

2004/06/16 サントリーホール
#1518
B

タルミ、ヨアフ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 エスピナス、フランソワ(org.)

2007/01/27 NHKホール
#1588
A

デュトワ、シャルル サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 ルロワ、ギラン(org.)

2007/06/07 東京オペラシティ 広上淳一 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 ルロワ、ギラン(org.)
MicrosoftpresentsN響プレミアムコンサート
～音楽の窓辺～

2008/04/16 サントリーホール
#1618
B

ヴィヨーム、エマニュエル サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78
ダゴスティーノ、グレゴリー
(org.)

2010/06/11 サントリーホール
#1677
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 勝山雅世(org.)

2012/07/20 NHKホール アクセルロッド、ジョン サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 近藤岳(org.) 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 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 近藤岳(org.) N響「夏」2012大阪公演

2013/02/20 サントリーホール
#1750
B

メルクル、準 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 新山恵理(org.)

2015/12/16 サントリーホール
#1825
B

デュトワ、シャルル サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

2012/08/05 NHKホール 山下一史 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78： 第2楽章第2部
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

1984/01/07 NHKホール 尾高忠明 サン・サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28 中村静香(vln.) 第10回若い芽のコンサート

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン サン・サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28 樫本大進(vln.) NHK放送75周年事業

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 サン・サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28 渡辺玲子(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

1979/01/27 NHKホール 尾高忠明 サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 シフ、ハインリヒ(vlc.)
第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1998/06/18 NHKホール
#1356
A

ワルベルク、ハインツ サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

2002/01/17 NHKホール
#1452
A

ヤルヴィ、パーヴォ サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 ブルネルロ、マリオ(vlc.)

2007/06/07 東京オペラシティ 広上淳一 サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 藤森亮一(vlc.)
MicrosoftpresentsN響プレミアムコンサート
～音楽の窓辺～

2010/09/15 サントリーホール
#1680
B

マリナー、ネヴィル サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 ゲルハルト、アルバン(vlc.)

2013/02/15 NHKホール
#1749
C

メルクル、準 サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 ミュラー・ショット、ダニエル(vlc.)

2019/01/12 NHKホール 1903A ドゥネーヴ、ステファヌ サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 カプソン、ゴーティエ(vlc.)

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

サン・サーンス ハバネラ 作品83 アモイヤル、ピエール(vln.)

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 河村尚子(pf.)

1970/11/16 東京厚生年金会館 #549 B エッサー、ヘリベルト サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 ソコロフ、グリゴリー(pf.)

1976/10/23 NHKホール 岩城宏之 サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 木村かをり(pf.)
第25回青少年のためのプロムナードコン
サート

1985/10/05 NHKホール #970 A ペリック、クリストフ サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 ロジェ、パスカル(pf.)

1987/01/16 NHKホール
#1010
C

ボド、セルジュ サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 レアック、ピエール(pf.)

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 ケフェレック、アンヌ(pf.)

1998/04/18 NHKホール
#1349
C

シルマー、ウルフ サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 コラール、ジャン・フィリップ(pf.) 世界の若手指揮者たち

1968/01/16 東京文化会館 #496 A ディクソン、ディーン サン・サーンス ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 作品44 田中希代子(pf.)

1993/02/18 NHKホール
#1194
A

フルネ、ジャン サン・サーンス ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 作品44 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.)



1965/01/27 東京文化会館 デルヴォー、ピエール サン・サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103 田中希代子(pf.)

1984/10/11 NHKホール #941 A スラットキン、レナード サン・サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103 トッコ、ジェームズ(pf.)

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン サン・サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103 海老彰子(pf.)

1993/06/06 サントリーホール スラットキン、レナード サン・サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103 ロジェ、パスカル(pf.) サントリーホール定期演奏会1993-III

2017/12/08 NHKホール 1874C デュトワ、シャルル サン・サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 ジェイガー、ロバート シンフォニア・ノビリッシマ

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

1960/08/14放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム シェーンベルク 5つの小品 作品16 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/12/06 東京文化会館 #568 A スウィトナー、オットマール シェーンベルク 5つの小品 作品16

1975/01/29 NHKホール #651 B ギーレン、ミヒャエル シェーンベルク 5つの小品 作品16

1969/01/31 東京文化会館 岩城宏之 シェーンベルク ヴァイオリン協奏曲 作品36 江藤俊哉(vln.) 江藤俊哉バイオリン演奏会

1977/04/22 NHKホール #720 B ギーレン、ミヒャエル シェーンベルク 管弦楽のための変奏曲 作品31

1968/03/29 東京文化会館 #501 B 岩城宏之 シェーンベルク 清められた夜 作品4

1970/11/09 東京厚生年金会館 #548 A エッサー、ヘリベルト シェーンベルク 清められた夜 作品4

1975/06/18 NHKホール #665 A ワルベルク、ハインツ シェーンベルク 清められた夜 作品4

1984/11/14 NHKホール #944 B ラハバリ、アレクサンダー シェーンベルク 清められた夜 作品4

1999/09/24 NHKホール
#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル シェーンベルク 清められた夜 作品4

2013/01/16 サントリーホール
#1746
B

ジンマン、デーヴィッド シェーンベルク 清められた夜 作品4

2003/10/17 NHKホール
#1496
C

メルクル、準 シェーンベルク 清められた夜 作品4 (1943年版)

1995/05/24 NHKホール
#1264
B

若杉弘 シェーンベルク グレの歌

岩永圭子(トーヴェ)/ルンケル、ライ
ンヒルト(鳩)/志村文彦(農民)/田代
誠(ワルデマール)/小林一男(クラウ
ス)/木村俊光(語り手)/国立音楽大
学(chor.)

合唱指導：佐藤公孝

1980/11/07 NHKホール #822 B グシュルバウアー、テオドル シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

2000/10/25 サントリーホール
#1416
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

2008/04/05 NHKホール
#1616
A

メルクル、準 シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

2019/04/13 NHKホール 1910C 山田和樹 シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

2015/08/02 NHKホール 山下一史
シェーンベルク、クロード・ミ
シェル

I dreamed a dream（アイ・ドリームド・ア・ドリー
ム）

May J.(Vocal)
アラン・ブリーブル作詞
ハーバート・クレッツマー英訳詞
挾間美帆 編曲

1986/03/07 NHKホール #986 C 秋山和慶 シェック ホルン協奏曲 ダム、ペーター(hrn.)

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

ノセダ、ジャナンドレア シェック ホルン協奏曲 作品65 松﨑裕(hrn.)

2007/02/21 サントリーホール
#1591
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シグルビェルンソン スマルトーナル

1998/09/09 サントリーホール
#1359
B

チョン、ミョンフン シチェドリン コンチェルト・カンタービレ ヴェンゲーロフ・マクシム(vln.) 日本初演

1987/10/14 NHKホール
#1032
B

カリーディス、ミルティアデス シチェドリン
バレエ組曲「カルメン」：第1番 / 第2番 / 第3番
/ 第4番 / 第5番 / 第9番 / 第11番 / 第12番 /
第13番

1976/10/10放送 不詳 小松一彦 篠原眞 25人の器楽奏者のためのエガリザシオン NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1974/10/26放送 不詳 尾高忠明 篠原眞 Visions II（幻影II） 藤舎呂悦(鼓)/園田高弘(pf.) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1973/11/11放送 不詳 岩城宏之 柴田南雄 コンソート・オブ・オーケストラ NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1974/02/08 NHKホール #622 A 岩城宏之 柴田南雄 コンソート・オブ・オーケストラ 1973年度第22回尾高賞受賞

1974/02/13 NHKホール #623 B 岩城宏之 柴田南雄 コンソート・オブ・オーケストラ

1975/03/11 NHKホール シュタイン、ホルスト 柴田南雄 コンソート・オブ・オーケストラ 放送開始50周年記念N響の夕べ

1967/08/13放送 東京文化会館 外山雄三 柴田南雄 シンフォニア NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1969/10/29,30 東京文化会館 #531 B 岩城宏之 柴田南雄 シンフォニア

1984/04/06
ゆうぽうと簡易保
険ホール

外山雄三 柴田南雄 シンフォニア 日本現代音楽の夕べ

1997/06/28 サントリーホール 沼尻竜典 柴田南雄 シンフォニア
MusicTomorrow1997プレトーク(18:15～)：
湯浅譲二/新実徳英/沼尻竜典(司会)

1954/10/29放送 不詳 不詳 柴田南雄 黒い肖像
ＮＨＫラジオ「NHKラジオリサイタル　現代
音楽特集（６）日本編のうちの１曲

2015/05/09 NHKホール
#1808
A

サラステ、ユッカ･ペッカ シベリウス
「クレオマ」－「鶴のいる情景」作品44第2、「カン
ツォネッタ」作品62a、「悲しいワルツ」作品44第1

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 「クレルヴォ」 作品7
ルネサン、ヨハンナ
ルネサン、ヴィッレ
エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 「サンデルス」 作品28 エストニア国立男声合唱団(chor.)

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス アンダンテ・フェスティヴォ



2014/02/08 NHKホール
#1775
A

尾高忠明 シベリウス アンダンテ・フェスティヴォ

2019/05/17 NHKホール 1913C ヤルヴィ、ネーメ シベリウス アンダンテ・フェスティヴォ

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 江藤俊哉(vln.)

1968/01/31 東京文化会館 #498 A ディクソン、ディーン シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 豊田耕児(vln.)

1969/09/27放送 埼玉会館 岩城宏之 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 田中千香士(vln.)
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年2月15日の録音？

1973/05/11 東京文化会館 #604 A 森正 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 塩川悠子(vln.)

1977/09/07 NHKホール #727 A 外山雄三 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 潮田益子(vln.)

1980/09/20 NHKホール ケーゲル、ヘルベルト シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 堀米ゆず子(vln.)

1981/06/10 NHKホール #844 A ワルベルク、ハインツ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 キム、ヤン・ウク(vln.)

1984/09/28 NHKホール #939 C
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 トレチャコフ、ヴィクトル(vln.)

1988/01/20 NHKホール
#1041
B

グシュルバウアー、テオドル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
スウェンセン、ジョゼフ・アントン
(vln.)

1989/10/11 NHKホール
#1093
B

ヤノフスキ、マレク シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

1991/01/17 NHKホール
#1131
A

フィッシャー、アダム シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 シャハム、ギル(vln.)

1992/06/18 NHKホール
#1176
A

タバシュニク、ミシェル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 レーピン、ヴァディム(vln.)

1993/01/09 NHKホール 大友直人 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 神谷美千子(vln.) 第19回若い芽のコンサート

1994/04/20 NHKホール
#1231
B

ジェルメッティ、ジャンルイジ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 ギトリス、イヴリー(vln.)

1997/04/25 Salle Pleyel デュトワ、シャルル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 竹澤恭子(vln.) パリ

1997/04/30 Konzerthaus デュトワ、シャルル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 竹澤恭子(vln.) ウィーン

1997/06/07 NHKホール
#1325
C

デュトワ、シャルル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 竹澤恭子(vln.) 1997年4月ヨーロッパ公演プログラム

2001/04/18 サントリーホール
#1431
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 テツラフ、クリスティアン(vln.)

2004/06/24 NHKホール
#1519
A

タルミ、ヨアフ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 エーネス、ジェームズ(vln.)

2005/9/16 NHKホール
#1549
C

スタインバーグ、ピンカス シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 ホウ、スザンヌ・イージャ(vln.)
Dmitry Sitkovetsky(vln.)の出演が予 定さ
れていたが、健康上の理由で 直前に来日
できなくなったため、ソリ ストが変更

2010/09/10 NHKホール
#1679
C

マリナー、ネヴィル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 シモニアン、ミハイル(vln.)

2011/09/10 NHKホール
#1706
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 竹澤恭子(vln.)
レオニダス・カヴァコスにかわり、竹澤恭子
が出演

2012/12/12 サントリーホール
#1744
B

デュトワ、シャルル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 レーピン、ヴァディム(vln.)

2014/02/08 NHKホール
#1775
A

尾高忠明 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 ジジョン、ワン(vln.)

2015/02/13 NHKホール
#1803
C

ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 庄司紗矢香(vln.)

2017/02/17 NHKホール #1857C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 諏訪内晶子(vln.)

2011/07/15 NHKホール マルッキ、スザンナ シベリウス クオレマ 作品44：悲しいワルツ N響「夏」

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ シベリウス クオレマ 作品44：悲しいワルツ 長野オリンピック

1959/08/27 不詳 岩城宏之 シベリウス 組曲「カレリア」 作品11 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

1971/04/05? NHKホール(旧) 尾高忠明 シベリウス 組曲「カレリア」 作品11
録音日間違い？
同年4月3日のNHKラジオ＆テレビコンサー
ト(公開収録)の可能性あり

1998/02/12 NHKホール
#1344
A

シュタイン、ホルスト シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ シベリウス 組曲「カレリア」 作品11 N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2008/12/17 サントリーホール
#1636
B

デュトワ、シャルル シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

1972/07/22放送 松山市民会館 岩城宏之 シベリウス 組曲「カレリア」 作品11：行進曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

1975/04/19 NHKホール 尾高忠明 シベリウス 組曲「カレリア」 作品11：行進曲
第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

2014/06/18 サントリーホール
#1786
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シベリウス 組曲「恋人」作品１４

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1967/03/02 東京文化会館 #482 A 外山雄三 シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1970/09/19 木更津市民会館 森正 シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1982/10/22 NHKホール #882 C ペリック、クリストフ シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1990/02/08 NHKホール
#1104
A

シュタイン、ホルスト シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1992/08/20 函館市民会館 外山雄三 シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1997/04/10 NHKホール
#1320
A

十束尚宏 シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1999/12/11 NHKホール
#1396
C

デュトワ、シャルル シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

2006/04/19 サントリーホール
#1567
B

デュトワ、シャルル シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1959/08/27 不詳 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」



1962/03/20放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1963/02/15 東京文化会館 #436 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1964/02/08 NHKホール(旧) 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/02/27 Town Hall 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 シドニー

1967/05/03 東京文化会館 #485 B 近衛秀麿 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1968/04/09 東京厚生年金会館 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 民音4月公演

1972/09/23放送 不詳 渡邉暁雄 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1975/02/26 NHKホール #654 B シュタイン、ホルスト シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1976/03/25 NHKホール 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43
第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/09/22 NHKホール #787 C ヴィッヒ、ギュンター シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1982/06/10 習志野文化ホール 森正 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43
第63回青少年のためのプロムナードコン
サート北欧の音楽特集

1982/06/25 NHKホール #876 C ワルベルク、ハインツ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1984/02/08 NHKホール #923 B シュタイン、ホルスト シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1988/06/15 NHKホール
#1057
B

スラットキン、レナード シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1989/01/16 サントリーホール ギブソン、アレクサンダー シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 サントリーホール定期

1991/03/14 NHKホール
#1137
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1992/09/16 NHKホール
#1180
B

アサートン、デーヴィッド シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1996/06/06 NHKホール
#1296
A

スラットキン、レナード シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1998/12/09 サントリーホール
#1368
B

デュトワ、シャルル シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2003/02/21 NHKホール
#1483
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2005/09/16 NHKホール
#1549
C

スタインバーグ、ピンカス シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2008/01/18 NHKホール
#1611
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43
ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2014/04/18 NHKホール
#1779
C

ヤルヴィ、ネーメ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2015/05/09 NHKホール
#1808
A

サラステ、ユッカ･ペッカ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2017/02/11 NHKホール #1856A ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1971/03/29? 東京厚生年金会館 森正 シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82
録音日間違い？
同年3月27、28日録音の可能性あり

1988/10/19 NHKホール
#1063
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

1998/10/28
大分県立総合文化
センター

高関健 シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

2002/01/17 NHKホール
#1452
A

ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

1961/03/26放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム シベリウス 交響曲 第6番 ニ短調 作品104
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール Ｎ
響現代音楽の夕べ（４）」

2009/05/09 NHKホール
#1646
A

ムストネン、オリ シベリウス 交響曲 第6番 ニ短調 作品104

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第6番 ニ短調 作品104

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

1987/11/18 NHKホール
#1036
B

シュタイン、ホルスト シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

1998/02/12 NHKホール
#1344
A

シュタイン、ホルスト シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

2011/06/03 NHKホール
#1704
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

1981/02/06 NHKホール #832 C シュタイン、ホルスト シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22

2014/02/08 NHKホール
#1775
A

尾高忠明 シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22

1976/03/25 NHKホール 岩城宏之 シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥
第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/02/19 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥 第7回N響ゴールデンポップス

1987/11/01 NHKホール サラステ、ユッカ･ペッカ シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥 ノルディック・フェスティバル

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥 N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2008/01/18 NHKホール
#1611
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥
ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2011/06/03 NHKホール
#1704
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シベリウス 交響詩「大洋の女神」 作品73

1991/03/14 NHKホール
#1137
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「タピオラ」 作品112



2008/01/18 NHKホール
#1611
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「タピオラ」 作品112
ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「伝説」 作品9

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「伝説」 作品9

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

1970/09/19 木更津市民会館 森正 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

1972/07/22放送 松山市民会館 岩城宏之 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

1979/09/15 NHKホール ヴィッヒ、ギュンター シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26 第19回N響ゴールデンポップス

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/09/05 NHKホール 岩城宏之 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26 第24回N響ゴールデンポップス

1988/01/20 NHKホール
#1041
B

グシュルバウアー、テオドル シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

1990/02/08 NHKホール
#1104
A

シュタイン、ホルスト シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26 N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2005/08/03 NHKホール 山下一史 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

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

2006/04/19 サントリーホール
#1567
B

デュトワ、シャルル シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

2009/05/09 NHKホール
#1646
A

ムストネン、オリ シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

2015/08/02 NHKホール 山下一史 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26 男性合唱付き エストニア国立男声合唱団(chor.)

1972/09/23放送 不詳 渡邉暁雄 シベリウス テンペスト 作品109 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 シベリウス ペレアスとメリザンド 作品46 上野学園大学音楽学部(chor.) 合唱指導：島塚光

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス レンミンケイネンの歌 作品31第1 エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/05/12 NHKホール 1885A ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス

交響詩「4つの伝説」作品22
「レンミンケイネンと乙女たち」「トゥオネラの白
鳥」「トゥオネラのレンミンケイネン」「レンミンケイ
ネンの帰郷」

1999/01/21 NHKホール
#1370
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 作品35 クルカ、コンスタンティ(vln.) ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

1994/03/16 NHKホール
#1228
B

ワルベルク、ハインツ シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 作品61 ジュイエ、シャンタル(vln.)

2002/04/19 NHKホール
#1459
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 作品61 クルカ、コンスタンティ(vln.)

2002/09/07 NHKホール
#1466
C

デュトワ、シャルル シマノフスキ 歌劇「ロジェ王」 作品46

ドラボヴィチ、ヴォイテック(ロジェ
王)/クシェヴィチ、ピオトル(エドリシ)/
ギェルラフ、ロベルト(大司教)/キラノ
ヴィチ、ゾフィア(ロクサーナ)/ルドゥ
ハ、ルド
ヴィト(羊飼い)/ラペ、ヤドヴィガ(助
祭)/二期会合唱団(chor.)/東京少年
少女合唱隊(childrenchorus)

日本初演
演奏会形式・原語上演(字幕つき)
合唱指導：小田野宏之
児童合唱指導：長谷川久恵
字幕・対訳：つかだみちこ

2002/09/07 NHKホール
#1466
C

デュトワ、シャルル シマノフスキ 悲しみの聖母 作品53
キラノヴィチ、ゾフィア(sop.)/ラペ、ヤ
ドヴィガ(alt.)/ドラボヴィチ、ヴォイ
テック(br.)/二期会合唱団(chor.)

合唱指導：小田野宏之

2006/04/14 NHKホール
#1566
C

デュトワ、シャルル シマノフスキ 交響曲 第4番 作品60 「協奏的交響曲」
アンデルジェフスキ、ピョートル
(pf.)

1961/02/24 不詳 岩城宏之 清水脩 交響曲 第3番
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール Ｎ
響現代音楽の夕べ（４）」

1958/11/16放送 不詳 岩城宏之 清水脩 インド旋律による四楽章：第1楽章 NHKラジオ「現代日本の音楽」

2015/08/02 NHKホール 山下一史
シャーマン、リチャード・M
シャーマン、ロバート・B

シンフォニック！「メリー・ポピンズ」 宮川彬良 編曲

1976/07/03 NHKホール 森正 ジャール(小野崎孝輔) 映画「アラビアのローレンス」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

1978/11/08 NHKホール #763 A デルヴォー、ピエール シャブリエ 歌劇「グヴァンドリーヌ」：序曲

1963/01/23 杉並公会堂 フルネ、ジャン シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/11/15放送 東京厚生年金会館 フルネ、ジャン シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

1990/06/01 NHKホール 大友直人 シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 日本文字放送創立5周年記念(非公開)

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 シャベルスキ 管弦楽のための3つのソネット ワルシャワ

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン シャルパンティエ 歌劇「ルイーズ」：その日から テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1984/10/11 NHKホール #941 A スラットキン、レナード シュヴァントナー アフタートーンズ・インフィニティ コロ・アルス・ノヴァ(chor.)

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト イタリア風序曲 ニ長調 D.590 シューベルト生誕200年



1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト イタリア風序曲 ハ長調 作品170 D.591 シューベルト生誕200年

1992/09/04 NHKホール
#1178
C

アサートン、デーヴィッド シューベルト
歌劇「アルフォンソとエストレルラ」 作品69
D.732：序曲

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1983/10/26 NHKホール #911 B グシュルバウアー、テオドル シューベルト 交響曲 第1番 ニ長調 D.82

1992/04/10 NHKホール
#1169
C

シュタイン、ホルスト シューベルト 交響曲 第1番 ニ長調 D.82

1991/10/03 NHKホール
#1152
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第2番 変ロ長調 D.125

1995/04/01 NHKホール
#1258
C

外山雄三 シューベルト 交響曲 第2番 変ロ長調 D.125

1972/02/07,08 東京文化会館 #572 A ヴィッヒ、ギュンター シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1978/06/21 NHKホール #756 A チェッカート、アルド シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1981/06/10 NHKホール #844 A ワルベルク、ハインツ シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1983/12/08 NHKホール #917 A ヴァント、ギュンター シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1986/10/08 NHKホール
#1001
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1995/03/09 NHKホール
#1256
A

外山雄三 シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1980/11/20 NHKホール #824 A スウィトナー、オットマール シューベルト 交響曲 第4番 ハ短調 D.417　「悲劇的」

1984/05/18 NHKホール #933 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第4番 ハ短調 D.417　「悲劇的」

1966/09/10放送 不詳 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1970/10/19 東京厚生年金会館 #546 A ウェラー、ワルター シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1975/06/25 NHKホール #666 B ワルベルク、ハインツ シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1985/01/23 NHKホール #950 B コシュラー、ズデニェク シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1994/10/15 NHKホール
#1241
C

ムント、ウーヴェ シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

2000/05/17 サントリーホール
#1407
B

ロバートソン、デーヴィッド シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

2014/05/28 サントリーホール
#1783
B

広上淳一 シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1985/04/24 NHKホール #959 B クロブチャール、ベリスラフ シューベルト 交響曲 第6番 ハ長調 D.589

1965/03/28放送 東京文化会館 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」 録音日不明

1966/03/30,31 世田谷区民会館 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1966/07/09 渋谷公会堂 外山雄三 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1969/06/14 不詳 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/01/30? 大阪厚生年金会館 スウィトナー、オットマール シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会
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

1973/12/27 NHKホール マタチッチ、ロヴロ･フォン シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」
第2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 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」 プロムナードコンサート

1975/09/05 NHKホール #667 C 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

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

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1980/09/18 NHKホール #818 A ケーゲル、ヘルベルト シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1982/11/19 NHKホール #885 C ベルゲル、エーリッヒ シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1983/11/16 NHKホール #914 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1984/01/20 NHKホール #921 C スウィトナー、オットマール シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1986/04/16 NHKホール #988 A マーク、ペーター シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1989/05/05 NHKホール
#1082
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1990/04/18 NHKホール
#1111
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1992/01/10 NHKホール
#1160
C

若杉弘 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1996/03/01,02 NHKホール
#1286
C

ワルベルク、ハインツ シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」
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～

2002/07/26 NHKホール アルブレヒト、マルク シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」
N響「夏」2002～ロマンティシズムの光と影
～

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

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

2009/11/14 NHKホール
#1658
A

サンティ、ネルロ シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」



2011/09/21 サントリーホール
#1708
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

2014/10/24 NHKホール
#1791
C

ノリントン、ロジャー シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

2016/05/25 サントリーホール
#1837
Ｂ

ヤルヴィ，ネーメ シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1964/01/19 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/02/13 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1968/10/14 東京文化会館 #510 A ワルベルク、ハインツ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1971/12/13 東京文化会館 #569 B スウィトナー、オットマール シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1973/10/20 NHKホール #612 C スワロフスキー、ハンス シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1976/12/08 NHKホール #707 B ライトナー、フェルディナント シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1977/02/23 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 N響創立50周年記念管弦楽の夕べ

1979/11/09 NHKホール #793 C ヴァント、ギュンター シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1982/12/15 NHKホール #887 B スウィトナー、オットマール シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1984/05/18 NHKホール #933 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1986/04/16 NHKホール #988 A マーク、ペーター シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1987/12/04,05 NHKホール
#1037
C

クロブチャール、ベリスラフ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1989/10/05 NHKホール
#1092
A

ヤノフスキ、マレク シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1993/04/15 NHKホール
#1200
A

ドレヴァンツ、ハンス シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1996/03/18 サントリーホール ワルベルク、ハインツ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 サントリーホール定期演奏会

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 シューベルト生誕200年

2005/01/29 NHKホール
#1534
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

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

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2009/01/10 NHKホール
#1637
A

ジンマン、デーヴィッド シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2012/02/11 NHKホール
#1721
A

ド・ビリー、ベルトラン シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2014/10/24 NHKホール
#1791
C

ノリントン、ロジャー シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2017/06/30 NHKホール
#1863
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2002/10/30 サントリーホール
#1471
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト ミサ曲 第5番 変イ長調 D.678
天羽明惠(sop.)/白土里香(alt.)
/望月哲也(ten.)/青戸知(bs.)/
二期会(chor.)

白土里香の「土」は土の右上に点合唱指
揮：田中信昭

1977/08/13 NHKホール 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：間奏曲
第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

ヤノフスキ、マレク シューベルト ロザムンデ D.797：間奏曲 オーチャード定期

1959/01/21 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム シューベルト ロザムンデ D.797：序曲
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ロイブナー送別演奏会

1964/01/19 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム シューベルト ロザムンデ D.797：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/07/08 不詳 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/11/01,02 東京文化会館 #512 A ワルベルク、ハインツ シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

1969/01/21? 東京文化会館 #517 B 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲
1969年1月21日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/07/13? 奈良県文化会館 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲
1969年6月14日録音となっているが、間違
い？

1970/02/10? 東京文化会館 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲 録音日が違う可能性あり

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲
「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

1975/09/10 NHKホール #668 A 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

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

シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

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

シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

1998/06/13 NHKホール
#1355
C

ワルベルク、ハインツ シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

尾高忠明 シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 第2番 青少年のためのプロムナードコンサート

1987/07/24 倉敷市民会館 外山雄三 シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 第2番
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

1964/01/19 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1990/09/17 北とぴあ（北区） 外山雄三 シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 第2番 北とぴあオープニング記念演奏会

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 第2番

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



1999/09/24 NHKホール
#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル
シューベルト
(ウェーベルン)

6 つのドイツ舞曲 D.820

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト
シューベルト
(ウェーベルン)

歌曲集「白鳥の歌」 D.957：彼女の絵姿 プライ、ヘルマン(br.)

1973/01/30 大阪厚生年金会館 スウィトナー、オットマール シューベルト(ウィルケンス) 2つの行進曲 作品121 D.968b
大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会

1973/01/30 大阪厚生年金会館 スウィトナー、オットマール シューベルト(ウィルケンス) 人生の嵐 op.144 D.947
大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(ブラームス) 馭者クロノスに 作品19-1 D.369 プライ、ヘルマン(br.)

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト(ブラームス) 馭者クロノスに 作品19-1 D.369 ハンプソン、トーマス(br.) シューベルト生誕200年

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(ブラームス) ひめごと 作品14-2 D.719 プライ、ヘルマン(br.)

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト(ブラームス) ひめごと 作品14-2 D.719 ハンプソン、トーマス(br.) シューベルト生誕200年

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト(ブラームス) メムノン 作品6-1 D.541 ハンプソン、トーマス(br.) シューベルト生誕200年

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト(ブラームス) 老人の歌 作品60-1 D.778 ハンプソン、トーマス(br.) シューベルト生誕200年

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(モットル) 歌曲集「白鳥の歌」 D.957：セレナード プライ、ヘルマン(br.)

1985/10/16 NHKホール #971 B ペリック、クリストフ シューベルト(リスト) さすらい人幻想曲 作品15 D.760 カツァリス、シプリアン(pf.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(リスト) 魔王 作品1 D.328 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(レーガー) 3つの竪琴弾きの歌 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(レーガー) 音楽に 作品88-4 D.547 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(レーガー) プロメテウス D.674 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(レーガー) 夕ばえに D.799 プライ、ヘルマン(br.)

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 シューベルト(南安雄) アヴェ・マリア 作品52-6 D.839 佐藤しのぶ(sop.) ソニックシティ・クリスマスコンサート

2006/06/09 NHKホール
#1572
C

メルクル、準 シューマン、クララ ピアノ協奏曲 イ短調 作品7 伊藤恵(pf.) シューマン没後150年

1982/02/12 NHKホール #863 C アルブレヒト、ゲルト シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

1995/06/21 NHKホール
#1267
B

シモノフ、ユーリ シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

1998/11/05 NHKホール
#1364
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115 オール・シューマン・プログラム

2002/05/22 サントリーホール
#1461
B

ギルバート、アラン シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

2012/06/20 サントリーホール
#1732
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

2015/05/20 サントリーホール
#1810
B

デ・ワールト、エド シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

2016/11/19 NHKホール #1848A ジンマン、デーヴィッド シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

1982/06/23 NHKホール #875 B ワルベルク、ハインツ シューマン、ローベルト 4本のホルンのための小協奏曲 ヘ長調 作品86
バウマン、ヘルマン(hrn.)/田中正大
(hrn.)/松﨑裕(hrn.)/山本真(hrn.)

1998/11/24
Bunkamura オー
チャードホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 4本のホルンのための小協奏曲 ヘ長調 作品86
松﨑裕(hrn.)/樋口哲生(hrn.)/大野
良雄(hrn.)/一色隆雄(hrn.)

オーチャード定期

1979/02/23 NHKホール #774 C ライトナー、フェルディナント シューマン、ローベルト ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 江藤俊哉(vln.)

2012/06/20 サントリーホール
#1732
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 チュマチェンコ、アナ(vln.)

1985/10/19 NHKホール #972 C ペリック、クリストフ シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

1997/08/19 サントリーホール フォスター、ローレンス シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲 サントリーホール定期演奏会1997-4

1998/11/20 NHKホール
#1366
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

2017/06/30 NHKホール
#1863
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

1977/04/29 NHKホール #721 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト ゲーテのファウストからの情景

フィッシャー・ディースカウ、ディートリ
ヒ(ファウスト&マリアヌス博士)/ヴァ
ラディ、ユリア(グレートヒェン&ざんげ
する女)
/平野忠彦(メフィストフェレス&悪霊&
天使に似た神父)/鈴木寛一(アリエ
ル&法悦の神父)/大川隆子(憂い&罪
深き女)/中村邦子(困窮&天使)/荘
千世恵(マルタ&欠乏&サマリアの
女)/長野羊奈子(罪&栄光の聖母&エ
ジプトのマリア)/高橋大海(瞑想の神
父)/日本プロ合唱連合(chor.)/ひば
り児童合唱団(childrenchor.)

日本初演
合唱指導：田中信昭
練習指揮：中館輝厚

1966/02/07 東京文化会館 カイルベルト、ヨーゼフ シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
録音日は1966年2月7日となっているが、
第464回定期公演の可能性あり

1973/01/19 東京文化会館 #593 B スウィトナー、オットマール シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1976/02/06 NHKホール #682 A ドレヴァンツ、ハンス シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

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

シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1986/02/12 NHKホール #983 B スウィトナー、オットマール シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」



1998/11/11 サントリーホール
#1365
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」 オール・シューマン・プログラム

2002/01/23 サントリーホール
#1453
B

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

2003/09/04 NHKホール
#1493
A

阪哲朗 シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

2006/06/09 NHKホール
#1572
C

メルクル、準 シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」 シューマン没後150年

1971/05/29放送 東京厚生年金会館 #559 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61 同年4月26,27日の録音の可能性あり

1977/04/13 NHKホール #719 A ギーレン、ミヒャエル シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

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

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

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

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1993/06/12 NHKホール
#1205
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1995/11/22 NHKホール
#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1998/11/05 NHKホール
#1364
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61 オール・シューマン・プログラム

2002/05/22 サントリーホール
#1461
B

ギルバート、アラン シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

2010/11/24 サントリーホール
#1687
B

シュテンツ、マルクス シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

2016/06/22 NHKホール
#1840
Ｂ

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1966/09/17放送 不詳 岩城宏之 シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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

シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1972/05/04 東京文化会館 #578 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1976/11/17 NHKホール #705 B スウィトナー、オットマール シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1979/02/14 NHKホール #772 A ライトナー、フェルディナント シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1983/03/02 NHKホール #895 B シュタイン、ホルスト シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1985/10/19 NHKホール #972 C ペリック、クリストフ シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

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

シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1990/01/12 NHKホール
#1100
C

サロネン、エサ･ペッカ シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1992/12/04 NHKホール
#1187
C

エーヴァルト、クリスティアン シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1997/08/19 サントリーホール フォスター、ローレンス シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

サントリーホール定期演奏会1997-4

1998/11/20 NHKホール
#1366
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

2005/06/11 NHKホール
#1543
A

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

2010/09/25 NHKホール
#1681
A

マリナー、ネヴィル シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

シューマン生誕200年

2016/11/19 NHKホール #1848A ジンマン、デーヴィッド シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1961/01/19 日比谷公会堂 #419 シュヒター、ウィルヘルム シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1968/10/05 旧NHKホール 若杉弘 シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/04/10 東京文化会館 #602 B バレンボイム、ダニエル シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

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

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1978/02/15 NHKホール #743 B ワラット、ハンス シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1979/11/21 NHKホール #795 B ヴァント、ギュンター シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1983/09/21 NHKホール #907 A ケーゲル、ヘルベルト シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1985/06/12 NHKホール #964 A ドレヴァンツ、ハンス シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1988/05/06 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1988/05/07 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1993/02/18 NHKホール
#1194
A

フルネ、ジャン シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

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

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1998/11/24
Bunkamura オー
チャードホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120 オーチャード定期

2002/11/14 NHKホール
#1473
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120
サヴァリッシュN響公演デビュー・プログラ
ム

2006/12/02 NHKホール
#1583
A

ツァグロゼク、ローター シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120 シューマン没後150年

2012/06/20 サントリーホール
#1732
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1998/11/05 NHKホール
#1364
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120 (1841年第1稿) オール・シューマン・プログラム

2006/06/09 NHKホール
#1572
C

メルクル、準 シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120 (1841年第1稿) シューマン没後150年



1978/10/18 NHKホール #761 A ツェンダー、ハンス シューマン、ローベルト 序曲、スケルツォとフィナーレ作品52

1989/05/17 NHKホール
#1084
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 序曲、スケルツォとフィナーレ作品52

1998/11/11 サントリーホール
#1365
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 序曲、スケルツォとフィナーレ作品52 オール・シューマン・プログラム

2004/11/03 サントリーホール
#1525
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 序曲、スケルツォとフィナーレ作品52

2006/12/02 NHKホール
#1583
A

ツァグロゼク、ローター シューマン、ローベルト 序曲、スケルツォとフィナーレ作品52 シューマン没後150年

2010/09/25 NHKホール
#1681
A

マリナー、ネヴィル シューマン、ローベルト 序曲、スケルツォとフィナーレ作品52 シューマン生誕200年

1998/11/24
Bunkamura オー
チャードホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 序曲「ヘルマンとドロテア」 作品136 オーチャード定期

1961/05/21放送 日比谷公会堂 シュヒター、ウィルヘルム シューマン、ローベルト 序奏とアレグロ・アパッショナート作品92 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1985/11/06 NHKホール #973 A シュタイン、ホルスト シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 ゲリンカス、ダーヴィド(vlc.)

1996/08/19 サントリーホール ムント、ウーヴェ シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129
グローバン、フランソワーズ
(vlc.)

サントリーホール定期演奏会1996-4

1998/11/20 NHKホール
#1366
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 ブルネルロ、マリオ(vlc.)

2003/01/15 サントリーホール
#1479
B

コウト、イルジー シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 ペレーニ、ミクローシュ(vlc.)

2005/06/03 NHKホール
#1542
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 モルク、トルルス(vlc.)

2017/06/30 NHKホール
#1863
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 テツラフ、ターニャ(vlc.)

1973/04/10 東京文化会館 #602 B バレンボイム、ダニエル シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 バレンボイム、ダニエル(pf.)

本公演ではジャクリーヌ・デュプレの 独奏
でドヴォルザークチェロ協奏曲 を演奏予
定だったが、同氏キャンセ ルのため、当
初冒頭で演奏予定 だったモーツァルト《ド
ン・ジョヴァン ニ》序曲の演奏をとりやめ、
森正指 揮、バレンボイム独奏でブラーム
ス ピアノ協奏曲第1番を演奏した シューマ
ンの交響曲は変更なし

1964/11/17? 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 園田高弘(pf.)

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会
録音日は1964年11月17日となっている
が、別日の可能性あり

1967/04/26 東京文化会館 #484 A 近衛秀麿 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 大野亮子(pf.)

1969/03/19 東京文化会館 岩城宏之 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ムスリン、ブランカ(pf.)

1970/11/03 神奈川県立音楽堂 森正 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 デムス、イェルク(pf.)

1973/06/12 渋谷公会堂 #608 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

1974/09/13 NHKホール #638 C 飯守泰次郎 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 中村紘子(pf.)

1976/01/21 NHKホール #681 B クレー、ベルンハルト シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 内田光子(pf.)

1977/03/11 NHKホール #716 C 岩城宏之 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 シフ、アンドラーシュ(pf.)

1980/02/13 NHKホール #802 A シュタイン、ホルスト シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 クリーン、ワルター(pf.)

1983/09/21 NHKホール #907 A ケーゲル、ヘルベルト シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 イェナー、アレクサンダー(pf.)

1985/10/19 NHKホール #972 C ペリック、クリストフ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 フィッシャー、アニー(pf.)

1988/04/01,02 NHKホール
#1049
C

グラーフ、ハンス シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 カツァリス、シプリアン(pf.)

1989/05/17 NHKホール
#1084
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

1990/03/15 NHKホール
#1107
A

ムント、ウーヴェ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

1991/12/12 NHKホール
#1158
A

ムント、ウーヴェ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ペヌティエ、ジャン・クロード(pf.)

1995/06/21 NHKホール
#1267
B

シモノフ、ユーリ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 バルダスティ、インゲボルク(pf.)

1995/09/19
Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 小山実稚恵(pf.)
ORCHARDSPECIAL'95
N響

1996/03/18 サントリーホール ワルベルク、ハインツ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ベロフ、ミシェル(pf.) サントリーホール定期演奏会

1997/04/10 NHKホール
#1320
A

十束尚宏 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ダルベルト、ミシェル(pf.)

1998/11/11 サントリーホール
#1365
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ブロンフマン、イェフィム(pf.) オール・シューマン・プログラム

2000/11/17 NHKホール
#1419
C

デルフス、アンドレアス シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

2001/10/26 NHKホール
#1443
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 園田高弘(pf.)
～N響75周年・サヴァリッシュN響デビュー
プログラム～

2004/10/15 NHKホール
#1523
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 グリモー、エレーヌ(pf.)

ウラディーミル・アシュケナージ音楽監督
就任記念
MusicDirectorVladimirAshkenazyInaugurati
onConcert

2006/12/02 NHKホール
#1583
A

ツァグロゼク、ローター シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 オピッツ、ゲアハルト(pf.) シューマン没後150年

2008/10/04 NHKホール
#1628
A

リットン、アンドリュー シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 クーパー、イモジェン(pf.)

2010/09/25 NHKホール
#1681
A

マリナー、ネヴィル シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 シーララ、アンティ(pf.) シューマン生誕200年

2013/06/08 NHKホール
#1757
A

下野竜也 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ゲルナー、ネルソン(pf.)



2015/04/22 サントリーホール
#1807
B

ザンデルリング，ミヒャエル シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 シャマユ、ベルトラン(pf.)

2016/02/17 サントリーホール
#1831
B

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ブニアティシュヴィリ、カティア(pf.)

2016/11/19 NHKホール #1848A ジンマン、デーヴィッド シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

1962/05/05 NHKホール(旧) クルツ、エフレム
シューマン、ローベルト
（マーラー）

交響曲 第4番 ニ短調 作品120 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1981/12/04 NHKホール #856 C コシュラー、ズデニェク シュターミッツ、J. 交響曲 変ホ長調

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 シュタイナー(服部克久) 映画「風とともに去りぬ」：タラのテーマ 第8回N響ゴールデンポップス

2004/07/04 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ シュタウト ポリゴン 長尾洋史(pf.)

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

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、エドゥアルド ポルカ「テープは切られた」 作品45

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、エドゥアルド ポルカ「テープは切られた」 作品45 NHKサマーコンサート

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、エドゥアルド ポルカ「テープは切られた」 作品45 臨時公演「美しきウィーン」

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、エドゥアルド ポルカ「テープは切られた」 作品45

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)

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、オスカー 喜歌劇「ワルツの夢」 (抜粋) ウィーン音楽特集

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨー ゼフ かじ屋のポルカ 作品269 第4回都会のためのコンサート

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨーゼフ かじ屋のポルカ 作品269

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨーゼフ かじ屋のポルカ 作品269 NHKサマーコンサート

1974/03/25 不詳 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨーゼフ かじ屋のポルカ 作品269 スタジオ録音？

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 シュトラウス、ヨーゼフ かじ屋のポルカ 作品269
「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

1977/06/10 NHKホール #726 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨーゼフ かじ屋のポルカ 作品269

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨーゼフ かじ屋のポルカ 作品269

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨーゼフ 自転車ポルカ

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「憂いもなく」 作品271
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「大急ぎで」 作品230
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「おしゃべりなかわいい 口」 作品245

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「女心」 作品166

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「女心」 作品166 NHKサマーコンサート

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「女心」 作品166

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「騎手」 作品278
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「休暇旅行」 作品133 ウィーン音楽特集

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「水車」 作品57 第4回都会のためのコンサート

1974/03/25 不詳 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「水車」 作品57 スタジオ録音？

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「水車」 作品57

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「うわごと」 作品212 NHKサマーコンサート

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「うわごと」 作品212

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「オーストリアの村つばめ」 作品164

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「オーストリアの村つばめ」 作品164 NHKサマーコンサート

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「ディナミーデン」 作品173

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)

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「天体の音楽」 作品235
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「わが人生は愛と喜び」 作品263 第4回都会のためのコンサート

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(1世) ギャロップ「若人の情熱」 作品90

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)

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228 NHKサマーコンサート

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228 第4回都会のためのコンサート

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228

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)

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228 長野オリンピック

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～



1976/08/21 NHKホール 森正 シュトラウス、ヨハン(2世)
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品
314

第23回青少年のためのプロムナードコン
サート

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/07/09 渋谷公会堂 外山雄三 シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117

1971/12/25 東京厚生年金会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117 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 シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117 第4回都会のためのコンサート

1974/03/25 不詳 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117 スタジオ録音？

1977/06/10 NHKホール #726 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117
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

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) エジプト行進曲 作品335 臨時公演「美しきウィーン」

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) エジプト行進曲 作品335 第4回都会のためのコンサート

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) エジプト行進曲 作品335

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 歌劇「騎士パスマン」：チャールダーシュ ウィーン音楽特集

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) 歌劇「騎士パスマン」：チャールダーシュ

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) 加速度ワルツ 作品234 NHKサマーコンサート

1964/01/13 東京文化会館 #443 ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」

石井昭彦(アイゼンシュタイン)/ベッ
シュ、ルティルデ(ロザリンデ)/平野
忠彦(フランク)/栗本尊子(オルロフ
スー公)/中村健(アルフレート)/立川
澄人(ファルケ)/吉岡巌(ブリント)/戸
田政子(アデーレ)/中村邦子(イー
ダ)/二期会(chor.)

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1977/06/10 NHKホール #726 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

1980/02/03 NHKホール 大町陽一郎 シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲 第21回N響ゴールデンポップス

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

シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲 NHK音楽祭

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「ジプシー男爵」：序曲 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「ジプシー男爵」：序曲 第4回都会のためのコンサート

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「ジプシー男爵」：序曲
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「ジプシー男爵」：入場行進曲

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「ジプシー男爵」：入場行進曲 臨時公演「美しきウィーン」

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「ベネチアの一夜」 作品411：序曲
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世)
喜歌劇「ローマの謝肉祭」 作品 356：ポルカ「ド
ナウのほとりから」

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)

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「千一夜物語」 作品346：間奏曲 ウィーン音楽特集

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「千一夜物語」 作品346：間奏曲
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 行進曲「新兵さんの出陣」 作品398 ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 行進曲「新兵さんの出陣」 作品398
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437 NHKサマーコンサート

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1971/05/08 東京厚生年金会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437 N響臨時演奏会

1974/03/25 不詳 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437 スタジオ録音？

1975/08/30 NHKホール マーガ、オトマー シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
第16回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/03/03 神奈川県民ホール ライトナー、フェルディナント シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
第17回N響ゴールデンポップス 中村紘子・
ライトナー

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437 長野オリンピック

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ



2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2013/08/04 NHKホール 山下一史 シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437 ほっとコンサート2016

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 新ピチカート・ポルカ 作品449 ウィーン音楽特集

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) スペイン行進曲 作品433

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)

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) チック・タック・ポルカ 作品365 NHKサマーコンサート

1958/01/25 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、ヨハン(2世) トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」公開収録

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1986/10/26
ゆうぽうと簡易保
険ホール

リュッベン、ヘルマンジョセ
フ

シュトラウス、ヨハン(2世) トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
第17回NTT～バイエル男声合唱団を迎え
て

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) フランス風ポルカ「野火」 作品313

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)

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) ペルシャ行進曲 作品289 NHKサマーコンサート

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「浮気心」 作品319

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「浮気心」 作品319 NHKサマーコンサート

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「浮気心」 作品319 ウィーン音楽特集

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「狩り」 作品373 NHKサマーコンサート

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「狩り」 作品373 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「狩り」 作品373 第4回都会のためのコンサート

1974/03/25 不詳 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「狩り」 作品373 スタジオ録音？

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「狩り」 作品373

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「狩り」 作品373

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)

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「観光列車」 作品281 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「観光列車」 作品281 第4回都会のためのコンサート

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「観光列車」 作品281

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「観光列車」 作品281
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336 NHKサマーコンサート

1974/03/25 不詳 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336 スタジオ録音？

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336
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

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世)
ポルカ「ハンガリー万歳」 作品
332

第4回都会のためのコンサート

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332 ウィーン音楽特集

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332

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)

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324 NHKサマーコンサート

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
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

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

1988/12/18 サントリーホール ライトナー、フェルディナント シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988



1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

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)

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324 N響「夏」2001～音楽の魔法～

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324 Ｎ響「夏」2014

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ・マズルカ「スプリーン」 作品197 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「朝の新聞」 作品279

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「ウィーンかたぎ」 作品354 NHKサマーコンサート

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「ウィーンかたぎ」 作品354

1976/01/28 NHKホール クレー、ベルンハルト シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「ウィーンかたぎ」 作品354 若い芽のコンサート

1963/09/10 東京文化会館 #441 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1976/07/03 NHKホール 森正 シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

1957/05/05放送 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/09/14 ウィーン楽友協会 岩城宏之 シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314 NHKサマーコンサート

1964/11/17? 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会
録音日は1964年11月17日となっている
が、別日の可能性あり

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314 第4回都会のためのコンサート

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「酒、女、歌」 作品333 第4回都会のためのコンサート

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「酒、女、歌」 作品333

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「酒、女、歌」 作品333

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)

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「親しい仲」 作品367 臨時公演「美しきウィーン」

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「千一夜物語」 作品346
「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

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「千一夜物語」 作品346

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「都会と田舎」 作品322 第4回都会のためのコンサート

1974/03/25 不詳 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「南国のばら」 作品388 スタジオ録音？

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「南国のばら」 作品388
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「南国のばら」 作品388

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「春の声」 作品410 臨時公演「美しきウィーン」

1974/03/25 不詳 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「春の声」 作品410 スタジオ録音？

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「春の声」 作品410
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「春の声」 作品410

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)

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「春の声」 作品410
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「北海の絵」 作品390
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「もろ人手をとり」 作品443 ウィーン音楽特集

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「わたしの恋人」 作品418 臨時公演「美しきウィーン」

1973/01/07 東京文化会館 スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世)
喜歌劇「千一夜物語」 作品
346：間奏曲

第4回都会のためのコンサート

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾
シュトラウス、ヨハン(2世) &
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ NHKサマーコンサート

1963/08/31 東京文化会館 ボスコフスキー、ウィリー
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ NHKサマーコンサート



1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ ヨハン・シュトラウスの夕べ

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ

1989/07/31 NHKホール 山本直純
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ N響「夏」'89

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

1966/06/18 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ
シュトラウス、ヨハン(2世)(ラ
イテラー、エルンスト)

喜歌劇「千一夜物語」 作品346：間奏曲 ヨハン・シュトラウスの夕べ

1980/07/04 NHKホール #816 B ペリック、クリストフ シュトラウス、リヒャルト 13管楽器のためのセレナード 変ホ長調 作品7

1983/06/22 NHKホール #903 B ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト 13管楽器のためのセレナード 変ホ長調 作品7

1992/11/05 NHKホール
#1185
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト 13管楽器のためのセレナード 変ホ長調 作品7

2003/02/21 NHKホール
#1483
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト 13管楽器のためのセレナード 変ホ長調 作品7

1991/10/17 NHKホール
#1153
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 2つの歌 作品51 モル、クルト(bs.)

1991/10/17 NHKホール
#1153
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 2つの大きな歌 作品44：ノットゥルノ モル、クルト(bs.)

1967/11/15 東京文化会館 #492 A マタチッチ、ロヴロ･フォン シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 加藤綾子(sop.)

1974/11/13 NHKホール #644 A クレー、ベルンハルト シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 マティス、エディット(sop.)

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

シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 ポップ、ルチア(sop.)

1992/03/05 NHKホール
#1167
A

山下一史 シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 豊田喜代美(sop.)

1994/10/15 NHKホール
#1241
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 ステューダー、チェリル(sop.)

2001/05/12 NHKホール
#1433
C

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 ハーン、ブリッテ(sop.)

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 浜田理恵(sop.)

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

シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 イソコスキー、ソイル(sop.)
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン

2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 トモワ・シントウ、アンナ(sop.)

2009/04/04 NHKホール
#1643
A

デ・ワールト、エド シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 バロック、スーザン(sop.)

2020/1/22 サントリーホール 1932B ルイージ、ファビオ シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 オポライス、クリスティーネ(sop.)

1958/07/06放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1966/03/02 東京文化会館 #467 B 外山雄三 シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1968/11/02 東京文化会館 #512 A ワルベルク、ハインツ シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1974/12/11 NHKホール #647 A スウィトナー、オットマール シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1983/06/17 NHKホール #902 C ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1986/10/22 NHKホール
#1003
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1990/12/06 NHKホール
#1128
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1992/04/16 NHKホール
#1170
A

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1995/01/28 NHKホール
#1251
C

佐渡裕 シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

2002/02/20 サントリーホール
#1456
B

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

2004/10/15 NHKホール
#1523
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

ウラディーミル・アシュケナージ音楽監督
就任記念
MusicDirectorVladimirAshkenazyInaugurati
onConcert

2009/04/10 NHKホール
#1644
C

デ・ワールト、エド シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

2014/06/13 NHKホール
#1785
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1985/05/15 NHKホール #962 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品8 堀正文(vln.)

2019/02/09 NHKホール 1906A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品8 バーエワ、アリョーナ(vln.)

1970/02/10? 東京文化会館 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト オーボエ協奏曲 ニ長調 ホリガー、ハインツ(ob.)
録音日が違う可能性あり
1970年1月28,29日の録音？

1997/06/23 サントリーホール メルクル、準 シュトラウス、リヒャルト オーボエ協奏曲 ニ長調 宮本文昭(ob.)
サントリーホール定期演奏会1997-
2

2016/06/17 NHKホール
#1839
Ｃ

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト オーボエ協奏曲 ニ長調 ルルー、フランソワ(ob.)

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品17：セレナード ラルソン、リサ(sop.)

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品27：あすの朝 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

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品27：あすの朝 ラルソン、リサ(sop.)



1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品32：愛の賛歌 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

1999/11/19 NHKホール
#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品33：賛歌 ハンプソン、トーマス(br.) ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19 NHKホール
#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品33：巡礼の朝の歌 ハンプソン、トーマス(br.) ～R.シュトラウス没後50年～

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品48：なつかしいおも かげ 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

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品56：東から来た三 人の王 ラルソン、リサ(sop.)

1993/04/21 NHKホール
#1201
B

ドレヴァンツ、ハンス シュトラウス、リヒャルト 楽劇「サロメ」 作品54 (演奏会形式)

ヒエスターマン、ホルスト(ヘロデ)/デ
ルネシュ、ヘルガ(ヘロディアス)/コエ
ルホ、エリアーネ(サロメ)/プロプス
ト、ヴォルグガング(ヨカナーン)/錦織
健(ナラボート)/大橋ゆり(ヘロディア
スの小姓)/田中誠(ユダヤ人)/蔵田
雅之(ユダヤ人)/牧川修一(ユダヤ
人)/黒田晋也(ユダヤ人)/小川裕二
(ユダヤ人)/近藤均(ナザレ人&兵
士)/経種廉彦(ナザレ人)/黒田博(兵
士)/谷茂樹(カッパドキア人)

2015/12/04 NHKホール
#1823
A

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 楽劇「サロメ」 作品54 (演奏会形式)

べグリー、キム(ヘロデ)/ヘンシェル、
ジェーン(へロディアス)/バークミン、
グン・ブリット(サロメ)/シリンス、エギ
ルス(ヨカナーン)/望月哲也(ナラ
ボート)/中島郁子(へロディアスの小
姓)/大野光彦(ユダヤ人１)/村上公
太(ユダヤ人２)/与儀巧(ユダヤ人
３)/加茂下稔(ユダヤ人４)/畠山茂
(ユダヤ人５)/秋谷直之(ナザレ人１)/
駒田敏章(ナザレ人２)/井上雅人(兵
士１)/斉木健詞(兵士２)/岡昭弘(カッ
パドキア人)

1963/12/19
都市センター ホー
ル

ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト 楽劇「サロメ」 作品54：サロメの踊り NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/01/24-2 東京文化会館 カイルベルト、ヨーゼフ シュトラウス、リヒャルト 楽劇「サロメ」 作品54：サロメの踊り
録音日は1965年5月31日となっているが、
第463回定期公演の可能性あり

1980/04/16 NHKホール #811 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 楽劇「サロメ」 作品54：サロメの踊り

1969/09/06 不詳 若杉弘 シュトラウス、リヒャルト 楽劇「サロメ」 作品54：間奏曲/サロメの踊り NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌劇「アラベラ」：第3幕への前奏曲
ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト
歌劇「インテルメッツォ」から 4つの交響的間奏
曲

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

ノセダ、ジャナンドレア シュトラウス、リヒャルト
歌劇「インテルメッツォ」から 4つの交響的間奏
曲

1999/11/04 NHKホール
#1391
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト
歌劇「インテルメッツォ」から 4つの交響的間奏
曲：旅行前の騒動とワルツの情景

～R.シュトラウス没後50年～

2003/06/12 NHKホール
#1490
C

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 歌劇「エレクトラ」 作品58 (演奏会形式)

コンネル、エリザベス(エレクトラ)/ヘ
ンシェル、ジェーン(クリテムネスト
ラ)/ポレ、フランソワーズ(クリソテミ
ス)/イェルザレム、ジークフリート(エ
ギスト)/ピットマン・ジェニングス、デ
イヴィッド(オレスト)/大久保光哉(オ
レストの守り役＆年老いた従者)/平
井香織(クリテムネストラの側仕えの
女官＆第5の召使)/薗田真木子(クリ
テムネストラの裾持ちの女官＆第4
の召使)/岡本泰寛(若い従者)/田中
三佐代(召使頭)/菅有実子(第1の召
使)/大林智子(第2の召使)/栗林朋
子(第3の召使)/二期会(城中の家臣
や女官＆召使の男女)

合唱指揮：岩村力

1999/10/07 NHKホール
#1388
A

コウト、イルジー シュトラウス、リヒャルト
歌劇「エレクトラ」 作品58：ひとりだ、何と悲しいこ
と

シュナウト、ガブリエーレ(sop.)
～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更

1987/11/12 NHKホール
#1035
A

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト 歌劇「影のない女」による交響的幻想曲

1999/10/07 NHKホール
#1388
A

コウト、イルジー シュトラウス、リヒャルト 歌劇「影のない女」による交響的幻想曲
～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

ノセダ、ジャナンドレア シュトラウス、リヒャルト 歌劇「カプリッチョ」 作品85：月光の音楽

2009/10/17 NHKホール
#1655
A

プレヴィン、アンドレ シュトラウス、リヒャルト 歌劇「カプリッチョ」 作品85：最後の場 ロット、フェリシティー(sop.)

2019/09/20 NHKホール 1919C ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 歌劇「カプリッチョ」 作品85：最後の場 ファルカシュ、ヴァレンティーナ(sop.)

1995/04/01 NHKホール
#1258
C

外山雄三 シュトラウス、リヒャルト 歌劇「カプリッチョ」 作品85：序曲 / 月光の曲

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 シュトラウス、リヒャルト 歌劇「ばらの騎士」 作品59：第3幕のワルツ
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

1955/10/05放送 不詳 コステラネッツ、アンドレ シュトラウス、リヒャルト 歌劇「ばらの騎士」：円舞曲
ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1963/12/19
都市センター ホー
ル

ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト 歌劇「ばらの騎士」 作品59：ワルツ NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1999/10/13 サントリーホール
#1389
B

コウト、イルジー シュトラウス、リヒャルト 歌劇「ばらの騎士」 作品59：第3幕のワルツ
～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更



1968/01/23 東京文化会館 #497 B ディクソン、ディーン シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1975/10/15 NHKホール #672 B 外山雄三 シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1979/01/17 NHKホール #770 B スウィトナー、オットマール シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1979/01/19 NHKホール #771 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1980/04/16 NHKホール #811 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1983/06/29 NHKホール #904 A ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1988/01/20 NHKホール
#1041
B

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1990/10/12 NHKホール
#1121
C

ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1998/04/18 NHKホール
#1349
C

シルマー、ウルフ シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53 世界の若手指揮者たち

2009/10/17 NHKホール
#1655
A

プレヴィン、アンドレ シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

2012/11/21 サントリーホール
#1741
B

デ・ワールト、エド シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53
ゲスト・コンサートマスター：ダンカン・リデ
ルDuncanRidell

2014/04/23 サントリーホール
#1780
B

ヤルヴィ、ネーメ シュトラウス、リヒャルト 紀元2600年祝典曲 作品84

1987/04/03 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト クープランのクラヴサン曲による舞踏組曲

1987/04/04 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト クープランのクラヴサン曲による舞踏組曲

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

シュトラウス、リヒャルト 組曲「町人貴族」 作品60

1981/03/11 NHKホール #836 A ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト 組曲「町人貴族」 作品60

2000/11/30 NHKホール
#1421
A

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 組曲「町人貴族」 作品60

1963/03/13,14,15 東京文化会館 #437 外山雄三 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1975/06/25 NHKホール #666 B ワルベルク、ハインツ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1987/04/03 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1987/04/04 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1992/02/28 NHKホール
#1166
C

十束尚宏 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1994/07/26 サントリーホール キタエンコ、ドミートリ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1996/04/11 NHKホール
#1290
A

外山雄三 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2003/10/29 サントリーホール
#1498
B

メルクル、準 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2011/10/26 サントリーホール
#1711
B

プレヴィン、アンドレ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2015/10/14 サントリーホール
#1818
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2018/01/17 サントリーホール 1877B アフカム、ダーヴィト シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス シュトラウス、リヒャルト 献身 作品10-1 トモワ・シントウ、アンナ(sop.)

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ シュトラウス、リヒャルト 献身 作品10-1 ラルソン、リサ(sop.)

1960/06/08 杉並公会堂 シュヒター、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1964/02/03? 東京文化会館 #444 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40
録音日は1964年2月3日となっているが、
同年10月の第450回定期公演の可能性あ
り

1967/02/09 東京文化会館 #480 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1973/01/24 渋谷公会堂 #594 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1974/11/08 NHKホール #643 C クレー、ベルンハルト シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40 田中千香士(vln.)

1977/12/01 NHKホール #736 A シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40 田中千香士(vln.)

1980/07/04 NHKホール #816 B ペリック、クリストフ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1982/05/19 NHKホール #872 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40 堀正文(vln.)

1986/02/05,06 NHKホール #982 A スウィトナー、オットマール シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1989/09/13 NHKホール
#1090
B

尾高忠明 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1991/09/27 NHKホール
#1151
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40 堀正文(vln.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1997/02/13 NHKホール
#1314
A

スタインバーグ、ピンカス シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2004/01/15 NHKホール
#1506
A

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2005/04/20 サントリーホール
#1540
B

リットン、アンドリュー シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40



2007/02/21 サントリーホール
#1591
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40 堀正文(vln.)

2011/05/07 NHKホール
#1700
A

尾高忠明 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2015/02/18 サントリーホール
#1804
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1999/11/04 NHKホール
#1391
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40 (原典版) ～R.シュトラウス没後50年～

2002/11/14 NHKホール
#1473
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40 (原典版)
サヴァリッシュN響公演デビュー・プログラ
ム

2020/1/22 サントリーホール 1932B ルイージ、ファビオ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40（初版）

1976/03/18 NHKホール #687 B 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24

1978/01/19 NHKホール #740 B ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24

1987/04/30,05/01 NHKホール
#1023
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24
『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

1997/06/23 サントリーホール メルクル、準 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24
サントリーホール定期演奏会1997-
2

1999/10/13 サントリーホール
#1389
B

コウト、イルジー シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24
～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更

2007/12/12 サントリーホール
#1611
B

下野竜也 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24
ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

2019/11/06 サントリーホール 1924B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24

1963/12/19
都市センター ホー
ル

ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/05/08 東京文化会館 #503 B カイルベルト、ヨーゼフ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1970/09/05 NHKスタジオ シュヴァルツ、ペーター シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30 NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1974/12/06 NHKホール #646 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1983/10/26 NHKホール #911 B グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1985/04/26 NHKホール #960 C クロブチャール、ベリスラフ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1987/04/24 NHKホール
#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1987/04/25 NHKホール
#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1990/02/14 NHKホール
#1105
B

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1992/03/05 NHKホール
#1167
A

山下一史 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1994/09/08 NHKホール
#1239
A

スタインバーグ、ピンカス シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1999/11/19 NHKホール
#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30 ～R.シュトラウス没後50年～

2003/05/07 サントリーホール
#1486
B

シナイスキー、ワシーリ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2005/01/14 NHKホール
#1532
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2006/05/17 サントリーホール
#1570
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2009/01/16 NHKホール
#1638
C

ジンマン、デーヴィッド シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2012/06/15 NHKホール
#1731
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2016/02/17 サントリーホール
#1831
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2019/04/13 NHKホール 1909A フルシャ、ヤクブ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2012/08/05 NHKホール 山下一史 シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30：
導入部

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

1962/02/04放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

NHKラジオ「立体音楽堂」

1964/11/17? 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会
録音日は1964年11月17日となっている
が、別日の可能性あり

1964/11/29 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1966/01/24-1 愛知文化講堂 カイルベルト、ヨーゼフ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1971/04/17放送 埼玉会館？ 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
同年2月13日録音の可能性あり

1973/02/05 東京文化会館 #595 A シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1974/09/18 NHKホール #639 B 飯守泰次郎 シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1976/12/01 NHKホール #706 A ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1980/11/20 NHKホール #824 A スウィトナー、オットマール シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28



1984/06/27 NHKホール #935 A ワルベルク、ハインツ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1987/04/03 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1987/04/04 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1993/06/02 NHKホール
#1204
B

スラットキン、レナード シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

1999/11/10 サントリーホール
#1392
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

～R.シュトラウス没後50年～

2001/10/31 サントリー ホール
#1444
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

2003/10/29 サントリーホール
#1498
B

メルクル、準 シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

2007/09/29 NHKホール
#1601
A

アツモン、モーシェ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

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

2015/10/14 サントリーホール
#1818
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」作品28

1966/04/16放送 東京文化会館 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35 ヒューブナー、ニコラウス(vlc.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1975/11/29 NHKホール #675 C マタチッチ、ロヴロ･フォン シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

1978/09/27 NHKホール #757 A 外山雄三 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35 堤剛(vlc.)/菅沼準二(vla.)

1985/02/06 NHKホール #952 A 渡邉暁雄 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
ハレル、リン(vlc.)/菅沼準二
(vla.)

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

1988/12/12 サントリーホール ヤノフスキ、マレク シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
菅沼準二(vla.)/ブルネルロ、マリオ
(vlc.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1990/05/11 NHKホール
#1112
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
マイスキー、ミーシャ(vlc.)/菅沼準二
(vla.)

1992/10/07 NHKホール
#1183
B

クーン、グスタフ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
メネゼス、アントニオ(vlc.)/川崎和憲
(vla.)

1999/10/13 サントリーホール
#1389
B

コウト、イルジー シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
シュタルケル、ヤノーシュ(vlc.)/
店村眞積(vla.)

～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更

2009/12/05 NHKホール
#1661
A

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
店村眞積(vla.)/カプソン、ゴーティエ
(vlc.)

2015/10/14 サントリーホール
#1818
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」作品35
モルク、トルルス(vlc.)/佐々木亮
(vla.)

1959/07/01 NHKホール(旧) シュヒター、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1962/03/19放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1964/11/10 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20
ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1965/06/28 東京文化会館 #457 ルンプフ、アレクサンダー シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20
録音日は1965年6月28日となっているが、
別日の可能性あり

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

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1973/10/17 NHKホール #611 B スワロフスキー、ハンス シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

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

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

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

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1987/09/16 NHKホール
#1029
B

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1991/01/17 NHKホール
#1131
A

フィッシャー、アダム シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1993/09/27
ベルリン・フィ ル
ハーモニー・コン
サートホール

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1999/11/04 NHKホール
#1391
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20 ～R.シュトラウス没後50年～

2001/10/26 NHKホール
#1443
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20
～N響75周年・サヴァリッシュN響デビュー
プログラム～

2003/04/17 NHKホール
#1485
A

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

2015/02/18 サントリーホール
#1804
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

2016/06/17 NHKホール
#1839
Ｃ

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

2018/01/17 サントリーホール 1877B アフカム、ダーヴィト シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1999/11/19 NHKホール
#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「マクベス」 作品23 ～R.シュトラウス没後50年～

1985/05/15 NHKホール #962 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響的幻想曲「イタリアから」 作品16

1999/11/10 サントリーホール
#1392
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響的幻想曲「イタリアから」 作品16 ～R.シュトラウス没後50年～

1974/03/06 NHKホール #625 A スウィトナー、オットマール シュトラウス、リヒャルト 祝典前奏曲 作品61

1990/02/14 NHKホール
#1105
B

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト 祝典前奏曲 作品61

2014/04/23 サントリーホール
#1780
B

ヤルヴィ、ネーメ シュトラウス、リヒャルト 祝典前奏曲 作品61



1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト スペイン奇想曲 作品34
ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1994/10/26 NHKホール
#1243
B

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト 二重小協奏曲 磯部周平(cl.)/岡崎耕治(fg.)

1999/11/19 NHKホール
#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト ノットゥルノ 作品44-1 ハンプソン、トーマス(br.) ～R.シュトラウス没後50年～

1982/05/19 NHKホール #872 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト バレエ音楽「ヨセフ物語」 作品63

2014/04/23 サントリーホール
#1780
B

ヤルヴィ、ネーメ シュトラウス、リヒャルト バレエ音楽「ヨセフ物語」 作品63

1981/10/14 NHKホール #850 A チェッカート、アルド シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ シュミット、アンネローゼ(pf.)

1982/05/19 NHKホール #872 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ 羽田健太郎(pf.)

1990/02/14 NHKホール
#1105
B

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ 花房晴美(pf.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、ホルンのソリストが来日できなくなった
ため、出演者・曲目変更当初の予定：R・
シュトラウス「ホルン協奏曲第1番」、ギュン
ター・ヘグナーGüntherHögner(hrn.)変更
後：R.シュトラウス「ブルレスケ」、花房晴美
(pf.)

2003/10/29 サントリーホール
#1498
B

メルクル、準 シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ 若林顕(pf.)
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

1967/11/15 東京文化会館 #492 A マタチッチ、ロヴロ･フォン シュトラウス、リヒャルト 変容

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

シュトラウス、リヒャルト 変容
差し込み用紙によると、独唱者(ベルント・
ワイケルBerndWeikl)の出演が不可能と
なったため曲目をR.シュトラウスの歌曲3曲

2011/05/28 NHKホール
#1703
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 変容

2016/02/17 サントリーホール
#1831
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 変容

1969/05/27 東京文化会館 #527 B マタチッチ、ロヴロ･フォン シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11 千葉馨(hrn.)

1987/12/10 NHKホール
#1038
A

クロブチャール、ベリスラフ シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11 タックウェル、バリー(hrn.)

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11 バボラーク，ラデク(hrn.)

1965/03/28放送 東京文化会館 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 作品86 千葉馨(hrn.)
録音日不明
第454回定期公演の可能性あり

1974/06/13 NHKホール #634 A 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 作品86 バウマン、ヘルマン(hrn.)

1999/11/10 サントリーホール
#1392
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 作品86 松﨑裕(hrn.) ～R.シュトラウス没後50年～

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 作品86 バボラーク、ラデク(hrn.)

1999/11/19 NHKホール
#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 夜のさすらい 作品44-2 ハンプソン、トーマス(br.) ～R.シュトラウス没後50年～

1999/06/26 NHKホール
#1384
C

大勝秀也
シュトラウス、リヒャルト(ロ
ジンスキー)

組曲「ばらの騎士」
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

2000/05/17 サントリーホール
#1407
B

ロバートソン、デーヴィッド シュニトケ ヴァイオリン協奏曲 第4番 諏訪内晶子(vln.)

1990/09/12 NHKホール
#1119
B

外山雄三 シュニトケ ヴィオラ協奏曲 バシュメット、ユーリ(vla.)

1976/12/17 NHKホール #708 C ライトナー、フェルディナント シュポーア(シュミッツ) フルート協奏曲 イ短調 マイゼン、パウル(fl.)
シュミッツがヴァイオリン協奏曲第8番をフ
ルート協奏曲に編曲

1988/03/16 NHKホール
#1048
B

スウィトナー、オットマール シュミット、フランツ 交響曲 第4番

1965/01/11 東京文化会館 #452 デルヴォー、ピエール シュミット、フロラン バレエ組曲「サロメの悲劇」 作品50

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

ヤノフスキ、マレク シュミット、フロラン バレエ組曲「サロメの悲劇」 作品50

1993/02/24 NHKホール
#1195
B

フルネ、ジャン シュミット、フロラン バレエ組曲「サロメの悲劇」 作品50

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 東海林修 ディスコ・キッド
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

2015/05/15 NHKホール
#1809
C

デ・ワールト、エド ショーソン 愛と海の詩 エルンマン、マレーナ(alt.)

1974/01/18 NHKホール #619 A 秋山和慶 ショーソン 交響曲 変ロ長調 作品20

1991/09/12 NHKホール
#1149
A

フルネ、ジャン ショーソン 交響曲 変ロ長調 作品20

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

ショーソン 詩曲 作品25 アモイヤル、ピエール(vln.)

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 ショーソン 詩曲 作品25 成田達輝(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 ショーソン 詩曲 作品25 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 ショーソン 詩曲 作品25 コリー・ダルバ、レイチェル(vln.) N響「夏」2012大阪公演

2019/04/24 サントリーホール 1911B 下野竜也 ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 グルズマン、ワディム(vln.)

1989/09/29 NHKホール
#1091
C

ヤノフスキ、マレク ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 ベルニック、アーノルド(vln.)

1993/11/17 NHKホール
#1216
B

シュタイン、ホルスト ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 ペッチュ、ミカエラ(vln.)

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 諏訪内晶子(vln.)

2000/04/12 サントリーホール
#1404
B

インバル、エリアフ ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

2002/09/18 サントリーホール
#1468
B

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 庄司紗矢香(vln.)



2006/09/22 NHKホール
#1577
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 ベルキン、ボリス(vln.)
N響創立80周年記念／ショスタコーヴィチ
生誕100年

2009/01/10 NHKホール
#1637
A

ジンマン、デーヴィッド ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 バティアシュヴィリ、リサ(vln.)

2011/10/26 サントリーホール
#1711
B

プレヴィン、アンドレ ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 チェ、イェウン(vln.)

2013/04/13 NHKホール
#1751
A

ウンジャン、ピーター ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 ムローヴァ、ヴィクトリア(vln.)

2015/10/23 NHKホール
#1819
C

ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 五嶋みどり(vln.)

2013/11/20 サントリーホール
#1768
B

ソヒエフ、トゥガン ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第2番 嬰ハ短調 作品129 諏訪内晶子(vln.)

1999/08/30
愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ ショスタコーヴィチ 映画「馬あぶ」：ロマンス

1974/04/20 NHKホール #629 C
ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

ショスタコーヴィチ オラトリオ「森の歌」 作品81

セルミヤーギン、セルゲイ(ten.)
/スミルノフ、ウラディーミル(br.)
/ソビエト国立アカデミー・ロシア合唱
団(chor.)/東京少年少女合唱隊
(chor.)

2011/06/08 サントリーホール
#1705
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 弦楽八重奏のための2つの小品 作品11 弦楽合奏版

1964/04/11 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1968/02/07 東京文化会館 #499 B ディクソン、ディーン ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1969/05/20 東京文化会館 #526 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1972/12/02 東京文化会館 #589 A ローゼンストック、ジョセフ ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1978/06/09 NHKホール #754 C チェッカート、アルド ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1987/06/25 NHKホール
#1026
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1989/05/17 NHKホール
#1084
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1993/06/17 NHKホール
#1206
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

2003/01/09 NHKホール
#1478
A

コウト、イルジー ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

2010/02/06 NHKホール
#1667
A

ビシュコフ、セミョーン ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

2013/05/17 NHKホール
#1755
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1989/10/11 NHKホール
#1093
B

ヤノフスキ、マレク ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

1994/06/15 NHKホール
#1236
B

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

2002/05/16 NHKホール
#1460
A

ギルバート、アラン ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

2006/03/08,09 サントリーホール
#1564
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

1962/04/14 NHKホール (旧) クルツ、エフレム ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 エフレム・クルツ特別演奏会

1963/03/15 東京文化会館 #437 外山雄三 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1966/09/01 東京文化会館 #472 A 岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1969/07/13? 奈良県文化会館 岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
1969年6月14日録音となっているが、間違
い？

1971/03/02 東京厚生年金会館 岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
第2回心身障害児のための〈N響〉慈善演
奏会

1975/04/19 NHKホール 尾高忠明 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1978/02/09 NHKホール #742 A ワラット、ハンス ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1980/09/26 NHKホール #819 B ケーゲル、ヘルベルト ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1982/09/24 NHKホール #878 C フムーラ、ガブリエル ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1986/09/17 NHKホール #997 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1988/04/13 NHKホール
#1051
B

グラーフ、ハンス ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1988/09/28 サントリーホール 外山雄三 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1989/04/13 NHKホール
#1080
A

北原幸男 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1991/05/10 NHKホール
#1142
C

岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1993/09/03 NHKホール
#1208
C

大友直人 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

『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

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1997/10/18 NHKホール
#1331
C

キタエンコ、ドミートリ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1999/08/30
愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2000/04/12 サントリーホール
#1404
B

インバル、エリアフ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2003/12/05 NHKホール
#1502
C

ザンデルリング、シュテファ
ン

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 ブルージュ



2005/05/25 サントリーホール
#1541
B

ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2008/05/21 サントリーホール
#1621
B

マリン、イオン ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2009/10/23 NHKホール
#1656
C

プレヴィン、アンドレ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2011/06/08 サントリーホール
#1705
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2013/01/26 NHKホール
#1747
A

アクセルロッド、ジョン ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
ゲスト・コンサートマスター：イゴール・グ
ルップマンIgorGruppman

2015/02/13 NHKホール
#1803
C

ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2018/01/12 NHKホール 1876C 広上淳一 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2020/1/31 NHKホール 1933C パヤーレ、ラファエル ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1976/06/02 NHKホール #695 B 外山雄三 ショスタコーヴィチ 交響曲 第6番 ロ短調 作品54

1976/06/03 NHKホール #695 B 外山雄三 ショスタコーヴィチ 交響曲 第6番 ロ短調 作品54

1997/10/23 NHKホール
#1332
A

キタエンコ、ドミートリ ショスタコーヴィチ 交響曲 第6番 ロ短調 作品54

1985/10/05 NHKホール #970 A ペリック、クリストフ ショスタコーヴィチ
交響曲 第7番 ハ長調 作品60
「レニングラード」

2002/11/24
東京国際 フォーラ
ム

ゲルギエフ、ワレリー ショスタコーヴィチ
交響曲 第7番 ハ長調 作品60
「レニングラード」

JointConcertwithTheKirovOrchestraSt.Pet
ersburg

2012/09/21 NHKホール
#1734
C

スラットキン、レナード ショスタコーヴィチ
交響曲 第7番 ハ長調 作品60
「レニングラード」

2017/09/16 NHKホール 1864A ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ
交響曲 第7番 ハ長調 作品60
「レニングラード」

1978/05/03 NHKホール #750 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

1989/03/03 NHKホール
#1076
C

ドレヴァンツ、ハンス ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

1994/01/27 NHKホール
#1222
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

2005/09/30 NHKホール
#1551
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

2010/12/15 サントリーホール
#1690
B

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

1962/05/15,16,17 東京文化会館 #431 クルツ、エフレム ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1967/01/13 東京文化会館 #478 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1974/04/20 NHKホール #629 C
ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1977/10/06 NHKホール #730 A 岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1984/11/07 NHKホール #943 A ラハバリ、アレクサンダー ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1991/05/16 NHKホール
#1143
A

岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

2008/11/21 NHKホール
#1633
C

コウト、イルジー ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1977/09/07 NHKホール #727 A 外山雄三 ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

1988/06/09 NHKホール
#1056
A

スラットキン、レナード ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

1991/02/14 NHKホール
#1134
A

大野和士 ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

1995/01/12 NHKホール
#1250
A

北原幸男 ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2000/04/22 NHKホール
#1405
C

インバル、エリアフ ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2006/09/22 NHKホール
#1577
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93
N響創立80周年記念／ショスタコーヴィチ
生誕100年

2012/01/18 サントリーホール
#1719
B

スラットキン、レナード ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2017/02/17 NHKホール #1857C ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93：第2楽章 ほっとコンサート2018

1992/03/25 NHKホール
#1168
B

北原幸男 ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103

2009/12/16 サントリーホール
#1663
B

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103

2019/10/05 NHKホール 1921A 井上道義 ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103 「1905年」

2016/11/25 NHKホール #1849C 井上道義 ショスタコーヴィチ 交響曲 第12番 ニ短調 作品112 「1912年」

2000/10/19 NHKホール
#1415
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ
交響曲 第13番 変ロ短調 作品113 「バビ・ヤー
ル」

コプチャーク、セルゲイ(br.)/二期会
合唱団(malechor.)

合唱指導：江上孝則

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

ヤノフスキ、マレク ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調 作品141

2011/02/16 サントリーホール
#1696
B

ノット、ジョナサン ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調 作品141

2013/11/30 NHKホール
#1769
A

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調 作品141

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ショスタコーヴィチ 祝典序曲 作品96 第2回 水曜 夜のクラシック

2001/02/10 NHKホール
#1427
C

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 祝典序曲 作品96

2009/04/15 サントリーホール
#1645
B

デ・ワールト、エド ショスタコーヴィチ 祝典序曲 作品96



2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 ショスタコーヴィチ 祝典序曲 作品96

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

2020/1/31 NHKホール 1933C パヤーレ、ラファエル ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第2番 作品126 ワイラースタイン、アリサ（vlc.）

1966/07/09 渋谷公会堂 外山雄三 ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107 堤剛(vlc.)

1987/11/18 NHKホール
#1036
B

シュタイン、ホルスト ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107 ペルガメンシチコフ、ボリス(vlc.)

1992/09/16 NHKホール
#1180
B

アサートン、デーヴィッド ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

2008/10/17 NHKホール
#1629
C

ノセダ、ジャナンドレア ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107 ディンド、エンリコ(vlc.)

2003/12/17 サントリーホール
#1504
B

アルブレヒト、マルク ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第2番 ト短調 作品126 ブルネルロ、マリオ(vlc.)

2012/02/22 サントリーホール
#1723
B

ノセダ、ジャナンドレア ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第2番 ト短調 作品126 ディンド、エンリコ(vlc.)

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ バレエ音楽「黄金時代」：ポルカ ブルージュ

1995/01/12 NHKホール
#1250
A

北原幸男 ショスタコーヴィチ バレエ組曲 第1番 作品84

1980/01/25 NHKホール #800 C コンドラシン、キリル ショスタコーヴィチ
バレエ組曲「ボルト」組曲第1番 作品27a：第1番
/ 第2番 / 第3番/ 第4番 / 第5番/ 第8番

1980/03/07 NHKホール #806 B 岩城宏之 ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35 木村かをり(pf.)/津堅直弘(trp.)

1989/02/09 NHKホール
#1074
A

シュタイン、ホルスト ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
アレクセーエフ、ドミートリ(pf.)/
関山幸弘(trp.)

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

キタエンコ、ドミートリ ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
バルダスティ、インゲボルク(pf.)
/津堅直弘(trp.)

2002/12/07 NHKホール
#1475
C

サロネン、エサ･ペッカ ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
トラーゼ、アレクサンドル(pf.)/
関山幸弘(trp.)

2009/02/18 サントリーホール
#1642
B

下野竜也 ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
オズボーン、スティーヴン(pf.)/
関山幸弘(trp.)

2016/11/25 NHKホール #1849C 井上道義 ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
ヴォロディン、アレクセイ(pf.)/菊本和
昭(trp.)

2009/12/05 NHKホール
#1661
A

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102 ゲルシュタイン、キリル(pf.)

2018/05/18 NHKホール 1886C ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102 トラーゼ、アレクサンドル(pf.)

2016/11/25 NHKホール #1849C 井上道義 ショスタコーヴィチ ロシアとキルギスの主題による序曲

2020/1/31 NHKホール 1933C パヤーレ、ラファエル
ショスタコーヴィチ（アトヴ
ミャーン）

バレエ組曲 第1番

1960/10/18 Royal Festival Hall シュヒター、ウィルヘルム ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 中村紘子(pf.) ロンドン

1960/10/19
Recording session
in The B. B. C.
Television Center

シュヒター、ウィルヘルム ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 中村紘子(pf.) ロンドン

1960/10/24 Salle Pleyel クレツキ、パウル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
ユニンスキー、アレグザンダー
(pf.)

パリ

1965/11/06 東京厚生年金会館 岩城宏之 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 宮沢明子(pf.)

1967/07/08 不詳 岩城宏之 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 中村紘子(pf.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/07/22 東京厚生年金会館 岩城宏之 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 遠藤郁子(pf.)

1973/03/18 東京厚生年金会館 岩城宏之 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 中村紘子(pf.)
第5回心身障害児のためのN響慈善演奏
会

1976/02/13 NHKホール #683 C ドレヴァンツ、ハンス ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ケイティン、ペーター(pf.)

1976/08/21 NHKホール 森正 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 中村紘子(pf.)
第23回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/07/28 NHKホール 井上道義 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 安川加寿子(pf.)
第50回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/11/07 NHKホール #822 B グシュルバウアー、テオドル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 アックス、エマニュエル(pf.)

1982/09/16 NHKホール #877 A フムーラ、ガブリエル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ダヴィドヴィチ、ベラ(pf.)

1986/01/24 NHKホール #981 C スタインバーグ、ピンカス ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 小山実稚恵(pf.)

1986/08/08
昭和女子大学 人
見記念講堂

外山雄三 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ブーニン、スタニスラフ(pf.) 協奏曲の夕べ

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.) NHK札幌放送局開局60周年記念

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1989/01/07 NHKホール 外山雄三 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 藤原由紀乃(pf.)
第15回若い芽のコンサート
公演中止・録画のみ(昭和天皇崩御のた
め)

1993/01/09 NHKホール 大友直人 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 児玉桃(pf.) 第19回若い芽のコンサート

1994/02/23 宮崎県立芸術劇場 パータノストロ、ロベルト ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ヴェレット、イレーナ(pf.) 宮崎県立芸術劇場開館記念事業

1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ケナー、ケヴィン(pf.)

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

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 グティエレス、オラシオ(pf.)

1996/12/20 NHKホール デュトワ、シャルル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 アルゲリッチ、マルタ(pf.) 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 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 アルゲリッチ、マルタ(pf.) デュトワ常任指揮者就任記念

1997/08/19 サントリーホール フォスター、ローレンス ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 児玉桃(pf.) サントリーホール定期演奏会1997-4

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

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ダヴィドヴィチ、ベラ(pf.)



2001/02/10 NHKホール
#1427
C

デュトワ、シャルル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 アックス、エマニュエル(pf.)

2003/09/04 NHKホール
#1493
A

阪哲朗 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 リ、ユンディ(pf.)

2009/11/05 NHKホール 秋山和慶 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 中村紘子(pf.)
ハウス・ザ・コンサート中村紘子デビュー50
周年ピアノ協奏曲の夕べwithNHK交響楽
団

2010/12/04 NHKホール
#1688
A

デュトワ、シャルル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 アヴデーエワ、ユリアンナ(pf.)

2014/10/28 サントリーホール
#1792
B

下野竜也 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 リシエツキ、ヤン（pf.）

2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ソンジン、チョ（pf.）

1966/06/25 東京文化会館 #471 B ワルベルク、ハインツ ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 中村紘子(pf.)

1978/01/27 NHKホール #741 C ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 アウアー、エドワード(pf.)

1978/06/03 NHKホール 小林研一郎 ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 遠藤郁子(pf.)

1979/06/01 NHKホール #783 C マリナー、ネヴィル ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 ヨッフェ、ディーナ(pf.)

1981/09/17 NHKホール #847 C マカール、ズデネック ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 バルダ、アンリ(pf.)

1991/01/06 NHKホール 外山雄三 ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 江澤聖子(pf.) 第17回若い芽のコンサート

1999/02/06 NHKホール
#1372
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 オールソン、ギャリック(pf.) ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

2003/04/11 NHKホール
#1484
C

デュトワ、シャルル ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 フレーレ、ネルソン(pf.)

2012/05/12 NHKホール
#1727
A

尾高忠明 ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 オールソン、ギャリック(pf.)

1959/11/28
都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ ジョリヴェ デルフィ組曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

岩城宏之 ジョリヴェ トランペット協奏曲 第2番
ハーデンベルガー、ホーカン
(trp.)

1959/11/28
都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ ジョリヴェ ピアノ協奏曲「赤道」 北川正（pf.） NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1984/11/16 NHKホール #945 C ラハバリ、アレクサンダー ジョリヴェ ピアノ協奏曲 「赤道協奏曲」 コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

1959/11/28
都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ ジョリヴェ 五つの儀式の舞曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1961/09/28,10/01 東京文化会館 カプアーナ、フランコ ジョルダーノ 歌劇「アンドレア・シェニエ」

デル・モナコ、マリオ(アンドレア・シェ
ニエ)/テバルディ、レナータ(マッダ
レーナ)/グエルフィ、ジャン・ジャコモ
(カルロ・ジェラール)/プロッティ、アル
ド(カルロ・ジェラール)/ディ・スタジ
オ、アンナ(ベルシ&マデロン)
/ピーニ、アマリア(コアニー伯夫人)/
ラ・ポルタ、アルトゥーロ(ブレヴィル&
マテュー)/パリューカ、シルヴァーノ
(ルーシェ
&フーキエ)/ピリーノ、アントニオ(修
道僧&密偵)/オネスティ、ジョルジョ
(家令&デュマ&シュミット)/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/大阪音楽大学学生
美術：チェーザレ・マリオ・クリス
ティーニ

2018/01/27 NHKホール 1878A ウンジャン、ピーター ジョン・アダムス アブソリュート・ジェスト セントローレンス弦楽四重奏団

2019/05/11 NHKホール 1912A デ・ワールト、エド ジョン・アダムス ハルモニーレーレ

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 ジョン・ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」：メイン・タイトル ほっとコンサート2018

1977/06/10 NHKホール #726 C ワルベルク、ハインツ ジョンゲン
オルガンとオーケストラのための協奏交響曲 作
品81

フォックス、ヴァージル(org.)

1990/08/01 NHKホール 山本直純
ジョン－ポール
（山本直純）

ヘイ・ジュード N響「夏」'90

1964/04/05 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

シルヴェストリ
前奏曲とフーガ 作品17a 第2番
(トッカータ)

録音日は1964年4月5日となっているが、
同年4月11日の公演の可能性あり

2015/08/02 NHKホール 山下一史 シルヴェストリ、アラン バック・トゥ・ザ・フューチャー メイン・テーマ

1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル スヴィーテン 交響曲 変ホ長調

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
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～

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

ズヴィリドフ 組曲「吹雪」－プーシキン原作の映画から

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

スヴェトラーノフ 詩曲～ダヴィート・オイストラフの想い出に～ 加藤知子(vln.)

2002/10/10 NHKホール
#1470
A

タルミ、ヨアフ スヴェトラーノフ ピアノ協奏曲 ハ短調 横山幸雄(pf.)

2014/04/18 NHKホール
#1779
C

ヤルヴィ、ネーメ スヴェンセン 交響曲 第2番 変ロ長調 作品15

2006/08/06 NHKホール 山下一史 スーザ 行進曲「海を越えた握手」

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

2006/08/06 NHKホール 山下一史 スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
「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

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 スーザ(南安雄) 行進曲「星条旗よ永遠なれ」 第1回N響ゴールデンポップス

1987/10/14 NHKホール
#1032
B

カリーディス、ミルティアデス スカルコッタス 弦楽合奏のための5つのギリ シャ舞曲



2012/08/05 NHKホール 山下一史 杉本竜一/福嶋頼秀 BELIEVE
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 すぎやまこういち 「ドラゴンクエストⅢ」：そして伝説へ ほっとコンサート2016

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 すぎやまこういち

交響組曲「ドラゴンクエストＶ－天空の花嫁」：序
曲のマーチ / 王宮のトランペット / 愛の旋律 /
戦火を交えて～不死身の敵に挑む / 結婚ワル
ツ

ほっとコンサート2017

2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル 杉山長谷夫西村朗) 出船 岩谷産業70周年記念

2017/09/22 NHKホール 1865C ヤルヴィ、パーヴォ スクリャービン 交響曲 第2番 ハ短調 作品29

2006/02/25 NHKホール
#1562
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

スクリャービン 交響曲 第1番 ホ長調 作品26
ラーリン、セルゲイ(ten.)/プルデンス
カヤ、マリーナ(mez.sop.)
/国立音楽大学(chor.)

N響創立80周年記念

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー スクリャービン
交響曲 第3番 ハ長調 作品43
「神聖な詩」

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

スクリャービン ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調 作品20 コロベイニコフ、アンドレイ(pf.)

2006/02/25 NHKホール
#1562
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

スクリャービン プロメテウス (火の詩) 作品60
ヤブロンスキー、ペーテル(pf.)/井口
真由子(TastéraperLuce)/国立音楽
大学(chor.)

N響創立80周年記念川口義晴
(Promethee,Producer)成瀬一裕
(Promethee,LightingDesigner)

1966/03/28 東京文化会館 #468 A 岩城宏之 スクリャービン 法悦の詩 作品54 本荘玲子(pf.)

1987/04/09 NHKホール
#1020
A

ムント、ウーヴェ スクリャービン 法悦の詩 作品54

2012/10/13 NHKホール
#1736
A

マゼール、ロリン スクリャービン 法悦の詩 作品54

2002/04/04 NHKホール
#1457
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

スクロヴァチェフスキ
管弦楽のための協奏曲
(1985/1998)

1965/10/30 東京文化会館 外山雄三 助川敏弥 オーケストラのためのレゲンデ 世界初演第20回文部省芸術祭

1962/03/25放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム スコットランド民謡 蛍の光 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

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

1962/11/05 日比谷公会堂 森正 鈴木匡 8つの管楽器と弦と打楽器のための協奏曲

金石幸夫(trp.)/木下利男(trb.)
/山畑馨(fg.)/坂口新(alt.sax.)/千葉
馨(hrn.)/高橋安治(fl.)/川本守人
(ob.)/三島勝輔(cl.)

世界初演

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル スッペ 喜歌劇「美しいガラテア」：序曲

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター スッペ 喜歌劇「美しいガラテア」：序曲

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)

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ スッペ 喜歌劇「軽騎兵」：序曲 臨時公演「美しきウィーン」

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 スッペ 喜歌劇「軽騎兵」：序曲
「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

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ スッペ 喜歌劇「軽騎兵」：序曲 ウィーン音楽特集

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール スッペ 喜歌劇「軽騎兵」：序曲

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター スッペ 喜歌劇「軽騎兵」：序曲

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)

1975/08/30 NHKホール マーガ、オトマー スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」：序曲
第16回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/06/22 NHKホール #785 C ワルベルク、ハインツ スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」：序曲 ウィーン音楽特集

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」：序曲

1998/06/18 NHKホール
#1356
A

ワルベルク、ハインツ スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」：序曲

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 ステッフ(南安雄) リパブリック賛歌 第1回N響ゴールデンポップス

1999/06/26 NHKホール
#1384
C

大勝秀也 ステンハンマル 交響的序曲「エクセルシオール！」 作品13
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

2000/06/08 NHKホール
#1409
A

ギルバート、アラン ステンハンマル セレナード ヘ長調 作品31

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

ステンハンマル ピアノ協奏曲 第2番 ニ短調 作品23 ステュルフェルト、マルティン(pf.)

2018/10/24 サントリーホール 1896B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ステンハンマル 交響曲 第2番 ト短調 作品34

2018/05/23 サントリーホール 1887B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

1967/03/02 東京文化会館 #482 A 外山雄三 ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

1976/05/14 NHKホール #691 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

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

ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

2000/12/06 サントリーホール
#1422
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

1989/06/22 NHKホール
#1086
A

タバシュニク、ミシェル ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 竹澤恭子(vln.)

1996/05/11 NHKホール
#1292
C

インバル、エリアフ ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ギトリス、イヴリー(vln.)

1999/04/08 NHKホール
#1377
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ジュイエ、シャンタル(vln.)



2008/12/06 NHKホール
#1635
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー オペラ・オラトリオ「エディプス王」

グローヴズ、ポール(ten.)/ラング、ペ
トラ(mez.sop)/ギェルラフ、ロベルト
(bs.)/ウィルソン・ジョンソン、デー
ヴィッド(br.)/大槻孝志(ten.)/平幹二
朗(speaker)/東京混声合唱団
(chor.)

字幕翻訳：井内百合子
語り翻訳：松岡和子

2012/12/01 NHKホール
#1742
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 歌劇「夜鳴きうぐいす」 (演奏会形式)

クリスティ、アンナ(夜鳴きうぐいす)/
アクセンティ、ディアナ(料理人)/モン
トヴィダス、エドガラス(漁師)/ウィル
ソン・ジョンソン、デーヴィッド(中国皇
帝)/青山貴(侍従)/レマル、ジョナサ
ン(僧侶)/メシェン、エロディ(死に
神)/村上公太(日本からの使者)/畠
山茂(日本からの使者)/二期会合唱
団(chor.)

字幕つき副指揮：岩村力
合唱指揮(二期会)：冨平恭平/鈴木彰久
字幕：田辺佐保子
字幕操作：イヤホンガイド/G・マーク

1993/07/09 サントリーホール アンドレー、マーク ストラヴィンスキー カプリッチョ クロスリー、ポール(pf.) サントリーホール定期演奏会1993=IV

2004/05/19 サントリーホール
#1516
B

サラステ、ユッカ･ペッカ ストラヴィンスキー カプリッチョ ムストネン、オリ(pf.)

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン ストラヴィンスキー 管楽器のための交響曲

2001/12/15 NHKホール
#1450
C

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 管楽器のための交響曲 (1920年版)

1992/09/16 NHKホール
#1180
B

アサートン、デーヴィッド ストラヴィンスキー 管楽器のための交響曲 (1947年版)

2000/04/22 NHKホール
#1405
C

インバル、エリアフ ストラヴィンスキー 組曲 第2番

1960/01/24 杉並公会堂 シュヒター、ウィルヘルム ストラヴィンスキー 組曲 第2番/第1番 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1982/04/07 NHKホール #869 A ヴァント、ギュンター ストラヴィンスキー 組曲「プルチネルラ」 (1949年版)

1988/09/14 NHKホール
#1060
B

サロネン、エサ･ペッカ ストラヴィンスキー 組曲「プルチネルラ」 (1949年版)

2001/09/14 NHKホール
#1440
C

メルクル、準 ストラヴィンスキー 組曲「プルチネルラ」 (1949年版)

1959/05/03 日比谷公会堂
ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」 作品4 ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」 作品4

2017/12/08 NHKホール 1874C デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 幻想的スケルツォ 作品3

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

ストラヴィンスキー 幻想的スケルツォ作品3

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 幻想的スケルツォ作品3

2004/12/03 NHKホール
#1529
C

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 交響曲 ハ調

1959/05/03 日比谷公会堂
ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー 交響詩「うぐいすの歌」 ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

2010/12/04 NHKホール
#1688
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 交響詩「うぐいすの歌」

1983/09/21 NHKホール #907 A ケーゲル、ヘルベルト ストラヴィンスキー サーカス・ポルカ

1973/12/14 NHKホール #618 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ストラヴィンスキー 詩編交響曲 日本プロ合唱団連合(chor.)

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

ストラヴィンスキー 詩編交響曲 国立音楽大学(chor.)

1992/04/22 NHKホール
#1171
B

シュタイン、ホルスト ストラヴィンスキー 詩編交響曲 二期会(chor.)

1997/12/22 NHKホール デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 詩編交響曲 国立音楽大学(chor.)

1962/06/20,21,22 東京文化会館 #432 小澤征爾 ストラヴィンスキー 祝賀前奏曲

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 葬送の歌 作品5

2009/12/05 NHKホール
#1661
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「アゴン」

1964/11/29 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」
ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1983/07/06 NHKホール #905 B ライトナー、フェルディナント ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

2001/10/18 NHKホール
#1442
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

2013/11/30 NHKホール
#1769
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

1956/11/28 不詳 ローゼンストック、ジョセフ ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1963/05/20 東京文化会館 #439 マルティノン、ジャン ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1965/11/13 東京文化会館 #458 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1968/03/29 東京文化会館 #501 B 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1975/01/22 NHKホール #649 A ギーレン、ミヒャエル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1976/10/20 NHKホール #702 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1981/01/21 NHKホール #830 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1983/01/21 NHKホール #890 C 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1985/01/23 NHKホール #950 B コシュラー、ズデニェク ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1987/01/22 NHKホール
#1011
A

ボド、セルジュ ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」



1987/09/04 サントリーホール デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」
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

1987/09/16 NHKホール
#1029
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1989/04/19 NHKホール
#1081
B

山下一史 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1991/06/20 NHKホール
#1146
A

フォスター、ローレンス ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1996/02/14 NHKホール
#1285
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1997/12/11 NHKホール
#1338
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2000/11/30 NHKホール
#1421
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2002/11/20 サントリーホール
#1474
B

ゲルギエフ、ワレリー ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2006/09/13 サントリーホール
#1576
B

外山雄三 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」
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

2010/02/06 NHKホール
#1667
A

ビシュコフ、セミョーン ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2012/12/12 サントリーホール
#1744
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

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

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」 (1910年版)

2002/09/18 サントリーホール
#1468
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」 (1910年版)

2017/12/08 NHKホール 1874C デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」 (1910年版)

1962/06/20,21,22 東京文化会館 #432 小澤征爾 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」

1975/01/29 NHKホール #651 B ギーレン、ミヒャエル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

1989/06/22 NHKホール
#1086
A

タバシュニク、ミシェル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

1994/06/23 NHKホール
#1237
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

野平一郎(pf.)

1998/11/28 世紀劇院 デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

小山京子(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 ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

小山京子(pf.) 中国公演プログラム

2004/12/08 サントリーホール
#1530
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

横山幸雄(pf.)

2016/01/09 NHKホール
#1826
A

山田和樹 ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

1974/02/08 NHKホール #622 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

1981/12/16 NHKホール #858 A コシュラー、ズデニェク ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

1984/02/01 NHKホール #922 A シュタイン、ホルスト ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

1987/02/06 NHKホール
#1013
C

ベルティーニ、ガリー ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

S.P.ディアギレフを賛えて

2002/12/07 NHKホール
#1475
C

サロネン、エサ･ペッカ ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

東誠三(pf.)

1959/05/03 日比谷公会堂
ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」：手品師の芸 / ロシ
アの踊り/ペトルーシカの部屋 / 謝肉祭の日の
夕方

ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1986/03/26 NHKホール #987 B 秋山和慶 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」

2008/12/06 NHKホール
#1634
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」

1990/09/07 NHKホール
#1118
C

外山雄三 ストラヴィンスキー
バレエ音楽「妖精のくちづけ」から 交響組曲
「ディヴェルティメント」

1999/04/02 NHKホール
#1376
C

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「妖精のくちづけ」から 交響組曲
「ディヴェルティメント」

2004/01/09 NHKホール
#1505
C

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「妖精のくちづけ」から 交響組曲
「ディヴェルティメント」 (1947年版)

1962/06/12 杉並公会堂 小澤征爾 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
版不明

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」

1963/05/03 東京文化会館 マルティノン、ジャン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 マルティノン特別演奏会

1964/10/19 東京文化会館 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」
オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1966/06/13 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」

1967/05/20 NHKホール(旧) フレッチャ、マッシモ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/02/11 東京文化会館 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 都民劇場「音楽サークル第166回公演」

1964/05/30 東京文化会館 アンセルメ、エルネスト ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版) N響臨時演奏会

1968/02/07 東京文化会館 #499 B ディクソン、ディーン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1979/06/29 NHKホール #786 B ワルベルク、ハインツ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)



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

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1988/01/13 NHKホール 山下一史 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版) 第14回若い芽のコンサート

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1994/08/18 静岡市民文化会館 尾高忠明 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1996/01/18 NHKホール
#1281
A

アサートン、デーヴィッド ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2003/12/17 サントリーホール
#1504
B

アルブレヒト、マルク ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2005/07/02 NHKホール
#1545
A

ボレイコ、アンドレイ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版) 東京文化会館公演

2009/11/20 NHKホール
#1659
C

サンティ、ネルロ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2013/05/22 サントリーホール
#1756
B

タン、ドゥン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2013/08/04 NHKホール 山下一史 ストラヴィンスキー
バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版）：カッチェイ王
の魔の踊り/ こもり歌 / 終曲

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 ストラヴィンスキー
バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)：こもり歌 / 終
曲

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

1959/05/01
フェスティバルホー
ル

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1959/05/03 日比谷公会堂
ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版) ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1973/12/05 NHKホール #616 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1975/12/10 NHKホール #677 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1983/12/02 NHKホール #916 C ヴァント、ギュンター ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1997/09/17 NHKホール
#1330
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)
プログラム挟み込みによると「指揮者ス
ヴェトラーノフの都合で、1945年版を使用
することになりました」

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版) N響「夏」2001～音楽の魔法～

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

2018/05/23 サントリーホール 1887B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

1968/03/06 東京文化会館 #500 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」

2018/05/23 サントリーホール 1887B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」

1965/11/06 東京厚生年金会館 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2004/05/19 サントリーホール
#1516
B

サラステ、ユッカ･ペッカ ストラヴィンスキー ピアノと管楽器のための協奏曲 ムストネン、オリ(pf.)

1959/10/18放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ストラヴィンスキー ロシア風スケルツォ ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド ストラヴィンスキー ロシア風スケルツォ

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー ロシア風スケルツォ

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

ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」作品4

1969/04/24 東京文化会館 #524 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ストラヴィンスキー 詩編交響曲 国立音楽大学(chor.)

2007/08/05 NHKホール 山下一史 スパーク パントマイム 外囿祥一郎(euph.)
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

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 スミス、クロード・トーマス フェスティヴァル・ヴァリエーショ ンズ
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

1966/10/09 福山市民会館 岩城宏之 スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲

1955/09/13～20 日比谷公会堂 #369
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」

伊藤宣行(br.)/笹田和子(sop.)
/伊藤京子(sop.)/関忠亮(bs.)/池田
智恵子(mez.sop.)/木下保(ten.)/柴
田睦陸(ten.)/秋本雅一郎(bs.)/荒木
宏明(ten.)/戸田政子(sop.)/岡恵誉
(ten.)/二期会(chor.)

合唱指揮：伊藤栄一
舞踊・振付：谷桃子
バレエ団演出：青山圭男
訳詞：青木爽/植村敏夫/パウル・クリング
美術：三林亮太郎
美術助手：小田内道正
照明：穴沢喜美男
ピアノ：外山雄三/小林道夫/中野章三郎
舞台監督：津村健二/南実

1965/08/14 東京文化会館 ダノン、オスカー スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：3つの舞曲 N響スラブ音楽の夕べ

1964/04/05 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲

1965/07/22放送 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲
録音日不明
同年4月2日の可能性あり

1970/06/29
石橋文化ホール
（久留米市）

岩城宏之 スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲

1973/03/18 東京厚生年金会館 岩城宏之 スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲
第5回心身障害児のためのN響慈善演奏
会

1977/10/01 NHKホール
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲



1978/12/01 NHKホール #766 C ノイマン、ヴァーツラフ スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲 / 3つの舞曲
N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：道化師の踊り 長野オリンピック

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：道化師の踊り
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

1972/05/24? 東京文化会館 秋山和慶 スメタナ
歌劇「売られた花嫁」：旅芸人たちの入場と道化
師の踊り

東京労音5月例会・N響特別演奏会

1965/07/22放送 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー スメタナ
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

録音日不明
第455回定期公演の可能性あり

2008/10/17 NHKホール
#1629
C

ノセダ、ジャナンドレア スメタナ 交響詩「ハーコン・ヤール」 作品16

1965/08/14 東京文化会館 ダノン、オスカー スメタナ 交響詩「ボヘミアの牧場と森から」 N響スラブ音楽の夕べ

1956/03/14 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ スメタナ 交響詩「ボヘミアの牧場と森から」
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ローゼンストック特別演奏会

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー スメタナ 交響詩「ボヘミアの牧場と森から」
N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

1962/03/20放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム スメタナ 交響詩「モルダウ」 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1963/02/05 東京厚生年金会館 岩城宏之 スメタナ 交響詩「モルダウ」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/03/02 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー スメタナ 交響詩「モルダウ」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/09/18 福島市公会堂 岩城宏之 スメタナ 交響詩「モルダウ」

1973/07/25 NHKホール(旧) 岩城宏之 スメタナ 交響詩「モルダウ」 旧NHKさよならコンサート

1976/08/21 NHKホール 森正 スメタナ 交響詩「モルダウ」
第23回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 スメタナ 交響詩「モルダウ」
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ スメタナ 交響詩「モルダウ」

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

スメタナ 交響詩「モルダウ」

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー スメタナ 交響詩「モルダウ」
N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

2004/09/24 NHKホール
#1521
C

サンティ、ネルロ スメタナ 交響詩「モルダウ」

2005/08/03 NHKホール 山下一史 スメタナ 交響詩「モルダウ」
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2014/08/03 NHKホール 山下一史 スメタナ 交響詩「モルダウ」
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

1968/09/13 東京文化会館 #509 B マタチッチ、ロヴロ･フォン スメタナ 交響詩「わが祖国」

1978/12/13 NHKホール #768 B ノイマン、ヴァーツラフ スメタナ 交響詩「わが祖国」

1986/11/13 NHKホール
#1005
A

ノイマン、ヴァーツラフ スメタナ 交響詩「わが祖国」

1990/05/23 NHKホール
#1114
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

スメタナ 交響詩「わが祖国」

1992/09/25 NHKホール
#1181
C

スタインバーグ、ピンカス スメタナ 交響詩「わが祖国」

1994/12/08 NHKホール
#1248
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

スメタナ 交響詩「わが祖国」

1997/05/16 NHKホール
#1322
C

コウト、イルジー スメタナ 交響詩「わが祖国」

2009/02/07 NHKホール
#1640
A

エリシュカ、ラドミル スメタナ 交響詩「わが祖国」

2012/01/13 NHKホール
#1718
C

エリシュカ、ラドミル スメタナ 交響詩「ワレンシュタインの陣営」 作品14

2017/05/13 NHKホール
#1860
A

スタインバーグ、ピンカス スメタナ わが祖国

1968/04/06 NHKホール(旧) 森正 スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：3つの舞曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1959/07/09,10 不詳 シュヒター、ウィルヘルム スメタナ 交響詩「モルダウ」 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
スレイター、グレン 作詞　メ
ンケン、アラン 作曲

「塔の上のラプンツェル」：輝く未来
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

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ セラーノ カーネーション：ロサのアリア ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

2005/10/26 NHKホール 小澤征爾 千住明 日本交響詩

世界初演 NHK放送80周年記念委嘱 NHK
音楽祭2005「輝く日本人たち、
それぞれの競演」(こどものためのプ ログ
ラム)

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 曹元徳(楊立青) 天山牧羊女 マ、シャオフィ(erhu)
「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑


