
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

2003/07/09 東京オペラシティ バーメルト、マティアス ターネイジ
絶叫する3人の法王―フランシス・ベーコンによ
る―

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

2017/06/09 東京オペラシティ レネス、ローレンス
ターネイジ、マーク・アント
ニー

ピアノ協奏曲 反田恭平(pf.)
日本初演
MusicTomorrow2017

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 タイケ(石丸寛) 行進曲「旧友」 第1回N響ゴールデンポップス

1974/06/13 NHKホール #634 A 岩城宏之 平義久 オーケストラのためのクロモフォニー

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 タイ国王(石丸寛) 子もり歌 バンコク

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 タイ国王(石丸寛) どこかにきっと バンコク

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 タイ国王(石丸寛) 夜明け近く バンコク

1994/02/10 NHKホール
#1224
A

ラザレフ、アレクサンダー タヴナー プロテクティング・ヴェイル イサーリス、スティーヴン(vlc.)

1960/10/08
Auditorium Foro
Italiano

外山雄三 高田三郎 山縣民謡による変奏曲とフーガ ローマ

1974/11/02放送 不詳 尾高忠明 高橋悠治 非楽之楽（コントラディクション） 田中信昭(語り) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

2010/01/20 サントリーホール
#1666
B

広上淳一 武満徹 3つの映画音楽

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 ア・ウェイ・アローンⅡ

1993/05/21 NHKホール
#1202
C

スラットキン、レナード 武満徹 ア・ストリング・アラウンド・オータム バシュメット、ユーリ(vla.)

1972/01/30
北海道厚生年金会
館

岩城宏之 武満徹 ウィンター 札幌オリンピック開会式典(関係者のみ)

1974/02/13 NHKホール #623 B 岩城宏之 武満徹 ウィンター

2005/01/14 NHKホール
#1532
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 ウォーター･ドリーミング バイノン、エミリー(fl.)

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 オリオンとプレアデス (犂と昴) 堤剛(vlc.)
日本初演
作曲家の個展'86武満徹

1976/03/10 NHKホール #685 A 岩城宏之 武満徹 カトレーン I
浜中浩一(cl.)/田中千香士(vln.)/徳
永健一郎(vlc.)/本荘玲子(pf.)

1975年度第24回尾高賞受賞

1977/03/11 NHKホール #716 C 岩城宏之 武満徹 カトレーン I
内山洋(cl.)/田中千香士(vln.)/徳永
健一郎(vlc.)/木村かをり(pf.)

1958/11/09放送 不詳 岩城宏之 武満徹 管弦楽のためのソリテュード・ソノール ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1961/11/30 不詳 外山雄三 武満徹 樹の曲 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1975/10/03 NHKホール #670 C 外山雄三 武満徹 グリーン

1975/10/08 NHKホール #671 A 外山雄三 武満徹 グリーン

2010/11/13 NHKホール
#1685
A

プレヴィン、アンドレ 武満徹 グリーン

2011/03/20
パフォーミング・
アーツ・センター

プレヴィン、アンドレ 武満徹 グリーン

1958/07/13放送 不詳 森正 武満徹 弦楽のためのレクイエム
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（２）」

1961/02/01 文京公会堂 岩城宏之 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1962/09/20,21,22 東京文化会館 #433 小澤征爾 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1983/01/26 NHKホール #891 A 岩城宏之 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1989/04/19 NHKホール
#1081
B

山下一史 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1996/03/01,02 NHKホール
#1286
C

ワルベルク、ハインツ 武満徹 弦楽のためのレクイエム 2月20日に死去した武満徹への弔意

1996/10/28 サントリーホール 若杉弘 武満徹 弦楽のためのレクイエム
サントリーホール10周年記念フェスティバ
ル公演

2001/06/13 サントリーホール
#1437
B

デュトワ、シャルル 武満徹 弦楽のためのレクイエム

2002/02/14 NHKホール
#1455
A

デュトワ、シャルル 武満徹 弦楽のためのレクイエム

2002/03/08 香港文化センター デュトワ、シャルル 武満徹 弦楽のためのレクイエム

2006/09/13 サントリーホール
#1576
B

若杉弘 武満徹 弦楽のためのレクイエム
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

2014/12/12 NHKホール
#1797
C

デュトワ、シャルル 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1964/10/19? スタジオ録音 岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ 芸術祭参加作品

1965/06/08 不詳 岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ
録音日は1965年6月8日となっているが、
別日の可能性あり

1967/11/29 東京文化会館 森正 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ 現代日本の作品の夕べ

1969/10/30 東京文化会館 #531 B 岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ
1964年度国際現代作曲家会議最優秀作
品賞受賞

1971/05/01放送 不詳 岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1987/03/06 NHKホール
#1016
C

岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ

2006/09/13 サントリーホール
#1576
B

若杉弘 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ 高橋アキ(pf.)/佐藤紀雄(guit.)
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



1997/06/28 サントリーホール 沼尻竜典 武満徹 スペクトラル・カンティクル
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)/バルエコ、マヌエル(guit.)

日本初演
MusicTomorrow1997プレトーク(18:15～)：
湯浅譲二/新実徳英/沼尻竜典(司会)

1996/12/11 NHKホール
#1309
B

デュトワ、シャルル 武満徹 精霊の庭

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

プレヴィン、アンドレ 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙)

2003/04/11 NHKホール
#1484
C

デュトワ、シャルル 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙)

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙) サンクトペテルブルク

2006/06/14 サントリーホール
#1573
B

メルクル、準 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙)
IngridHaebler(pf.)が予定されていたが急病
のため来日が不可能になった

2007/09/19 サントリーホール
#1600
B

プレヴィン、アンドレ 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙)

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 地平線のドーリア 作曲家の個展'86武満徹

1981/01/21 NHKホール #830 A 岩城宏之 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.) 1980年度第29回尾高賞受賞

1981/01/23 NHKホール #831 B 岩城宏之 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.)

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.)

1983/02/02 NHKホール #892 B 岩城宏之 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.)

1983/05/29
Kongresshall e des
Kulturpalaste s

岩城宏之 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.) プラハ

2012/11/10 NHKホール
#1739
A

デ・ワールト、エド 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 堀正文(vln.)

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 諏訪内晶子(vln.)

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 ドリームタイム 作曲家の個展'86武満徹

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 鳥は星形の庭に降りる 作曲家の個展'86武満徹

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

武満徹 鳥は星形の庭に降りる ブルージュ

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

武満徹 鳥は星形の庭に降りる
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン

2006/10/06 NHKホール
#1579
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 鳥は星形の庭に降りる

2016/05/14 NHKホール
#1835
Ａ

尾高忠明 武満徹 波の盆

1969/10/23,24 東京文化会館 #530 A 岩城宏之 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 横山勝也(尺八)/鶴田錦史(琵琶)

1973/11/28
Sydney Opera
Haus Concert Hall

岩城宏之 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 鶴田錦史(琵琶)/横山勝也(尺八) シドニー

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 鶴田錦史(琵琶)/横山勝也(尺八) 作曲家の個展'86武満徹

1988/10/01 サントリーホール 外山雄三 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 鶴田錦史(琵琶)/横山勝也(尺八)
＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

2000/06/24 NHKホール
#1411
C

デュトワ、シャルル 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 柿堺香(尺八)/中村鶴城(琵琶)
横山勝也(尺八)は健康上の理由により演
奏者変更

2012/12/12 サントリーホール
#1744
B

デュトワ、シャルル 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 柿堺香(尺八)/中村鶴城(琵琶)

2013/08/25
Saltzburg
Felsenreitsch ule

デュトワ、シャルル 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 柿堺香(尺八)/中村鶴城(琵琶) ザルツブルク音楽祭

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 武満徹 ノスタルジア 堀正文(vln.)

2010/05/14 NHKホール
#1674
C

尾高忠明 武満徹 ノスタルジア 堀正文(vln.)

2012/11/10 NHKホール
#1739
A

デ・ワールト、エド 武満徹 ノスタルジア 堀正文(vln.)

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 ノスタルジア 諏訪内晶子(vln.)

2012/09/01 国家大劇院 尾高忠明 武満徹 ハウ・スロー・ザ・ウィンド
中国ツアー2012～日中国交正常化40周年
記念～

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 ハウ・スロー・ザ・ウィンド

1997/06/18 NHKホール
#1327
B

デュトワ、シャルル 武満徹 ファミリー・トゥリー (系図)
遠野凪子(narr.)/御喜美江
(accor.)

メンデルスゾーン没後150年

2016/04/22 NHKホール
#1833
C

スラットキン、レナード 武満徹 ファミリー・トゥリー (系図)
山口まゆ（語り）/大田智美（アコー
ディオン）

1995/02/01 NHKホール
#1252
B

山下一史 武満徹 ファンタズマ／カントス ストルツマン、リチャード(cl.)

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

武満徹
フロム・ミー・フローズ・ホワット・ ユー・コール・タ
イム

竹島悟史(perc.)/植松透(perc.)/石
川達也(perc.)/西川圭子(perc.)/安
藤淳子(perc.)

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」

2012/05/18 NHKホール
#1728
C

広上淳一 武満徹
フロム・ミー・フローズ・ホワット・ ユー・コール・タ
イム

竹島悟史(perc.)/植松透(perc.)/石
川達也(perc.)/西久保友広(perc.)/
村居勲(perc.)

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 武満徹 星・島
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

1998/06/02 サントリーホール 尾高忠明 武満徹 星・島
MusicTomorrow1998プレトーク(18:20～)：
三善晃/石田一志(司会)

1976/10/20 NHKホール #702 A 岩城宏之 武満徹 マージナリア

2016/10/31 NHKホール ソヒエフ、トゥガン 武満徹
マイウェイ・オブ・ライフ－マイケル・ヴァイナーの
追憶に－

マギー、ギャリー(br.) NHK音楽祭2016



1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 武満徹 夢窓

京都信用金庫創立60周年記念委嘱サント
リーホール定期演奏会NHK交響楽団シ
リーズ'87～都市と音楽III京都―伝統と革
新

1984/04/06
ゆうぽうと簡易保
険ホール

外山雄三 武満徹 夢の縁へ 鈴木一郎(guit.) 日本現代音楽の夕べ

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

武満徹 リヴァラン
アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

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」

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

尾高忠明 田中カレン 失われた聖地
N響委嘱世界初演
プレトーク(18:20～)：尾高忠明/松村禎三/
田中カレン/三善晃/白石美雪(司会)

1989/06/28 NHKホール
#1087
B

タバシュニク、ミシェル タバシュニク "l'ARCH" ランドリー、ローズマリー(sop.)

1992/06/24 NHKホール
#1177
B

タバシュニク、ミシェル タバシュニク 伝説への前奏曲

2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル
ダルバヴィ、マルク・アンド
レ

まなざしの根源
日本初演
MusicTomorrow2010

1999/12/19 NHKホール デュトワ、シャルル ダルラピッコラ 囚われびと

ブリン・ジョンソン、フィリス(母)/ピット
マン・ジェニングス、デイヴィッド(囚
人)/ハスキン、ハワード(看守・異端
宗教裁判長)
/二期会合唱団(chor.)

演出：高島勲
美術：ハニング・フォン・ギールケ

2003/09/10 サントリーホール
#1494
B

岩村力 ダルラピッコラ 変奏曲 日本初演

1988/06/15 NHKホール
#1057
B

スラットキン、レナード タワー セコイア

1999/11/26 NHKホール
#1394
A

デュトワ、シャルル タン、ドゥン 「門」オーケストラル・シアターIV

シ・ミン(京劇)/ランディー、ナンシー・
アレン(sop.)/辻村寿三郎(人形)/川
崎員奥(人形)/阿部寿美子(人形の
声)

演出助手：飯塚励生
舞台監督：本城繁治
照明デザイン：岡田一雄
ビデオ・アート・ディレクター：エレーヌ・J.
マッカーシー
アシスタント・ビデオ・アート・ディレクター：
ジェニー・リー
字幕：平野さゆり

2013/05/22 サントリーホール
#1756
B

タン、ドゥン タン、ドゥン
The Tears of Nature ～日本の津波犠牲者の追
憶に

竹島悟史(marimba) 日本初演

2001/05/03 東京オペラシティ タン、ドゥン タン、ドゥン
アウト・オブ・北京オペラ～ヴァイオリンとオーケ
ストラのための
(1987/1994)

リン、チョーリャン(vln.)
日本初演プレトーク(14:20～)：北爪道夫/
湯浅譲二/Tan,Dun/白石美雪(司会)

2005/06/22 サントリーホール
#1544
B

タン、ドゥン タン、ドゥン
ザ・マップ～チェロとビデオとオーケストラのため
の協奏曲
(2002)

カルットゥネン、アンッシ(vlc.)
マルチメディア・コントローラー：ヤンニ・ガ
オ(YanniGao)

2013/05/22 サントリーホール
#1756
B

タン、ドゥン タン、ドゥン 女書：The Secret Songs of Women 早川りさこ(hrp.)

NHK交響楽団、ロイアル・コンセルトヘボウ
管弦楽団、フィラデルフィア管弦楽団共同
委嘱
世界初演

2008/09/24 サントリーホール
#1627
B

タン、ドゥン タン、ドゥン ピアノ協奏曲「ファイア」 (2008) 小菅優(pf.) 日本初演

2008/09/24 サントリーホール
#1627
B

タン、ドゥン タン、ドゥン
マルコ・ポーロの4つのシークレットロード―オー
ケストラと12のチェロのための(2007年版)

日本初演

2005/06/17 東京オペラシティ タン、ドゥン タン、ドゥン 紙楽器のための協奏曲
藤井はるか(paperperc.)/稲野珠緒
(paperperc.)/福島優美(paperperc.)

日本初演
MusicTomorrow2005プレトーク(18:20～)：
TanDun/望月京/国枝春恵/白石美雪(司
会)

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン タン・ドゥン パッサカリア～風と鳥の秘密～

1958/08/31放送 不詳 森正 團伊玖磨 歌劇「夕鶴」
三宅春恵(つう)/木下保(与ひょう)/藤
井典明(運ず)/秋元雅一朗(惣ど)/ビ
クター児童合唱団(子供たち)

ＮＨＫラジオ「歌劇の夕べ  現代日本の音
楽（３）」

1966/04/05 東京文化会館 #469 B 岩城宏之 ダンディ フランスの山人の歌による交響曲 作品25 安川加寿子(pf.)

1969/09/24 東京文化会館 #528 A フルネ、ジャン ダンディ フランスの山人の歌による交響曲 作品25 井上二葉(pf.)

1975/05/04放送 不詳 森正 丹波明 オラトリオ・バレエ「蜘蛛の糸」 東京混声合唱団(chor.) NHKラジオ「現代の音楽」

1998/11/28 世紀劇院 デュトワ、シャルル チェン･イー 歌墟 (アンティフォニー)
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 チェン･イー 歌墟 (アンティフォニー) 中国公演プログラム

1963/03/24 不詳 外山雄三 チマローザ カンタータ「宮廷楽士長」 ヒュッシュ、ゲルハルト(br.)
NHK歌劇の夕べ バレエ：服部・島田バレエ
団 / 谷桃 子バレエ団 / 関口長世 振付：
ロイ・トバイアス Roy Tobias

1970/07/20 不詳 森正 チマローザ (ベンジャミン) オーボエ協奏曲 ハ短調
マイアーホーファー、カール
(ob.)

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

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 チマローザ(ベンジャミン) オーボエ協奏曲 ハ短調 宮本文昭(ob.)
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー アンダンテ・カンタービレ
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45
「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

1976/07/03 NHKホール 森正 チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45
第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1976/08/21 NHKホール 森正 チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45
第23回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/03/05 埼玉会館（浦和市） 岩城宏之 チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45 第12回心身障害児のためのN響演奏会



1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1997/10/23 NHKホール
#1332
A

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45

2014/11/21 NHKホール
#1794
C

サンティ、ネルロ チャイコフスキー イタリア奇想曲　作品45

1972/03/19 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 小栗まち絵(vln.) 第11回NHK音楽祭―第3夜N響の夕べ

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35：第3楽章 神尾真由子(vln.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

1968/11/30? 不詳 森正 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作 品35 海野義雄(vln.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「Ｎ響ニューイヤーコンサート」
1968年11月30日録音となっているが、同
年11月17日公開収録の録音の可能性あり

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

1967/01/13 東京文化会館 #478 A マタチッチ、ロヴロ･フォン チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 海野義雄(vln.)

1969/01/31 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 江藤俊哉(vln.) 江藤俊哉バイオリン演奏会

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 海野義雄(vln.) 第1回N響ゴールデンポップス

1977/03/05 埼玉会館（浦和市） 岩城宏之 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 前橋汀子(vln.) 第12回心身障害児のためのN響演奏会

1977/06/08 NHKホール #725 B ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 クレメル、ギドン(vln.)

1978/03/03 NHKホール 森正 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 海野義雄(vln.)
第12回N響ゴールデンポップス協奏曲の
夕べ

1980/03/19 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 江藤俊哉(vln.)

1981/05/27 NHKホール 森正 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 海野義雄(vln.)
海野義雄特別演奏会第1夜―第4回東京
音楽祭―

1981/08/21 宮城県民会館 チャカロフ、エミール チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 千住真理子(vln.)

1988/09/14 NHKホール
#1060
B

サロネン、エサ･ペッカ チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 漆原朝子(vln.)

1989/09/01 NHKホール
#1088
C

尾高忠明 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 堀正文(vln.)

1993/07/02 那覇市民会館 外山雄三 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 堀米ゆず子(vln.)

1993/09/15 NHKホール
#1210
B

小泉和裕 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ラクリン、ジュリアン(vln.)

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

1994/06/15 NHKホール
#1236
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 チャン、サラ(vln.)

1996/12/11 NHKホール
#1309
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ベル、ジョシュア(vln.)

1998/10/28
大分県立総合文化
センター

高関健 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 パスキエ、レジス(vln.)

1999/06/26 NHKホール
#1384
C

大勝秀也 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 リン、チョーリャン(vln.)
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

2000/12/16 NHKホール
#1423
C

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 カヴァコス、レオニダス(vln.)

2001/07/04 サントリーホール 尾高忠明 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 徳永二男(vln.)
楽壇生活35周年記念徳永二男ヴァイオリ
ン協奏曲の夕べ

2002/06/24 NHKホール
フロール、クラウス･ペー
ター

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 五嶋みどり(vln.)

2003/09/19 NHKホール
#1495
C

飯森範親 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
チェボタリョーワ、アナスタシア
(vln.)

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

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ラクリン、ジュリアン(vln.) ブルージュ

2005/11/12 NHKホール
#1553
A

バーメルト、マティアス チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ハーグナー、ヴィヴィアン(vln.)
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した

2008/07/18 NHKホール ルイージ、ファビオ チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ペク・ジュヤン(vln.) N響「夏」2008

2009/04/10 NHKホール
#1644
C

デ・ワールト、エド チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ヤンセン、ジャニーヌ(vln.)

2009/12/11 NHKホール
#1662
C

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
シュタインバッハー、アラベラ・美歩
(vln.)

2014/01/10 NHKホール
#1772
C

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 コー、ジェニファー(vln.)

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー
歌劇「エフゲーニ・オネーギン」 作品24：ポロ
ネーズ

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

2007/11/16 NHKホール
#1605
C

サンティ、ネルロ チャイコフスキー
歌劇「エフゲーニ・オネーギン」 作品24：ポロ
ネーズ

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 チャイコフスキー
歌劇「エフゲーニ・オネーギン」 作品24：ポロ
ネーズ

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

2013/02/28 NHKホール 渡邊一正 チャイコフスキー
歌劇「エフゲーニ・オネーギン」 作品24：ポロ
ネーズ

N響チャリティーコンサートHOPE

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
歌劇「エフゲーニ・オネーギン」 作品24：ポロ
ネーズ

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

1974/04/26 NHKホール #630 B
ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

チャイコフスキー
歌劇「スペードの女王」 作品
68：やがて真夜中

レフコ、ヴァレンティナ(alt.)

2001/09/14 NHKホール
#1440
C

メルクル、準 チャイコフスキー カプリッチョ風小品 作品62 ボルケス、クラウディオ(vlc.)

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク チャイコフスキー 組曲 第1番 作品43：小行進曲
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

1988/05/18 NHKホール
#1054
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

チャイコフスキー 組曲 第3番 ト長調 作品55

2012/10/13 NHKホール
#1736
A

マゼール、ロリン チャイコフスキー 組曲 第3番 ト長調 作品55



1990/04/24 サントリーホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー
組曲 第4番 ト長調 作品61
「モーツァルティアーナ」

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～後世のモーツァルト讃歌～

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」 作品32 第2回 水曜 夜のクラシック

1967/10/11 東京文化会館 #490 A 朝比奈隆 チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」 作品32

1993/10/27 NHKホール
#1213
B

アントルモン、フィリップ チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」 作品32

2019/12/11 サントリーホール 1929B カサド、パブロ・エラス チャイコフスキー 幻想交響曲 作品14

2010/09/15 サントリーホール
#1680
B

マリナー、ネヴィル チャイコフスキー 幻想序曲「ハムレット」 作品67a

1962/05/21 杉並公会堂 クルツ、エフレム チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/04/11 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」
録音日は1964年4月5日となっているが、
同年3月の第445回定期公演の可能性あり

1966/10/22放送 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1989/02/09 NHKホール
#1074
A

シュタイン、ホルスト チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

尾高忠明 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

2003/05/28 サントリーホール
#1489
B

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

2005/06/22 サントリーホール
#1544
B

タン、ドゥン チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

2007/11/16 NHKホール
#1605
C

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1989/01/11 NHKホール
#1070
A

ギブソン、アレクサンダー チャイコフスキー 交響曲 作品58 「マンフレッド」

2007/06/23 NHKホール
#1596
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 作品58 「マンフレッド」

2011/01/08 NHKホール
#1691
A

ペトレンコ、ワシーリ チャイコフスキー 交響曲 作品58 「マンフレッド」

1970/03/10? 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

録音日が違う可能性あり
1970年1月28,29日の録音？

1980/01/25 NHKホール #800 C コンドラシン、キリル チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

1987/03/06 NHKホール
#1016
C

岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

1993/09/09 NHKホール
#1209
A

外山雄三 チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

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

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

2006/03/03 NHKホール
#1563
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

2007/11/16 NHKホール
#1605
C

サンティ、ネルロ チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

1990/04/06 NHKホール
#1109
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

1993/10/27 NHKホール
#1213
B

アントルモン、フィリップ チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

2001/11/08 NHKホール
#1445
A

サンティ、ネルロ チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

ワーグナーの夕べ

2005/02/23 サントリーホール
#1537
B

ノセダ、ジャナンドレア チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

2007/02/16 NHKホール
#1590
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

2008/10/04 NHKホール
#1628
A

リットン、アンドリュー チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

1970/02/23 東京文化会館 #536 A 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第3番 ニ長調 作品29
「ポーランド」

2002/11/20 サントリーホール
#1474
B

ゲルギエフ、ワレリー チャイコフスキー
交響曲 第3番 ニ長調 作品29
「ポーランド」

2004/10/24 NHKホール
#1524
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第3番 ニ長調 作品29
「ポーランド」

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

1962/06/07 東京厚生年金会館 クルツ、エフレム チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1964/05/02 NHKホール(旧)
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/06/25 東京文化会館 #471 B ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1967/05/10,11 東京文化会館 #486 A フレッチャ、マッシモ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1968/03/23放送 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 NHKラジオ「ＮＨＫ音楽祭 N響の夕べから」

1971/04/05? NHKホール(旧) 尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
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



1972/07/22放送 松山市民会館 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
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

1973/11/28
Sydney Opera
Haus Concert Hall

岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 シドニー

1975/02/21 NHKホール #653 C シュタイン、ホルスト チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1976/01/31 NHKホール 尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/07/07 NHKホール #697 A 秋山和慶 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1976/07/09 NHKホール #698 C 秋山和慶 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1977/03/05 埼玉会館（浦和市） 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 第12回心身障害児のためのN響演奏会

1980/03/19 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1981/06/17 NHKホール #845 B ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1982/11/19 NHKホール #885 C ベルゲル、エーリッヒ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

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

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1987/01/16 NHKホール
#1010
C

ボド、セルジュ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1987/07/24 倉敷市民会館 外山雄三 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
NHK岡山放送局テレビ放送開始30周年記
念
倉敷市新市発足20周年記念

1988/03/27
春日部市民文化会
館

尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1991/04/12 NHKホール
#1139
C

デュトワ、シャルル チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1993/01/22 NHKホール
#1190
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1997/01/29 NHKホール
#1312
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1998/09/09 サントリーホール
#1359
B

チョン、ミョンフン チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2001/06/13 サントリーホール
#1437
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2004/05/19 サントリーホール
#1516
B

サラステ、ユッカ･ペッカ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2004/10/24 NHKホール
#1524
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

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

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2005/12/10
横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 横浜定期演奏会

2010/02/17 サントリーホール
#1669
B

ビシュコフ、セミョーン チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2012/06/09 NHKホール
#1730
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2014/09/10 NHKホール
#1787
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2017/05/19 NHKホール
#1861
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2019/10/17 NHKホール 1922C ソヒエフ、トゥガン チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1959/06/14放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/09/01
ヴィギャン・ バーワ
ン

岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 ニューデリー

1960/09/04 モスクワ音楽院 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 モスクワ

1960/09/14 ウィーン楽友協会 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1960/09/22 ムジークハレ 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 ハンブルク

1960/09/26
Kongress- Saal
Deutsches
Museum

岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 ミュンヘン

1965/08/21 東京文化会館 ホルヴァット、ミラン チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 N響スラブ音楽の夕べ

1968/09/19 東京厚生年金会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1969/12/13 不詳 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1974/06/19 NHKホール #635 B 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1975/11/19 NHKホール #673 A マタチッチ、ロヴロ･フォン チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1978/06/09 NHKホール #754 C チェッカート、アルド チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1979/03/17 NHKホール 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
第48回青少年のためのプロムナードコン
サート

1981/08/21 宮城県民会館 チャカロフ、エミール チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1982/02/12 NHKホール #863 C アルブレヒト、ゲルト チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1984/12/14 NHKホール #948 C ノイマン、ヴァーツラフ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1987/02/23 サントリーホール ベルティーニ、ガリー チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
都民芸術フェスティバル・第18回都民のた
めのコンサート

1987/04/09 NHKホール
#1020
A

ムント、ウーヴェ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64



1988/06/20 サントリーホール スラットキン、レナード チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1990/04/30 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

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

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/07/02 那覇市民会館 外山雄三 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1993/12/03 NHKホール
#1217
C

インバル、エリアフ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 第100回記念公演NTT

1996/02/03 NHKホール
#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1997/09/06? NHKホール
#1328
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2000/02/26 NHKホール
#1402
C

スラットキン、レナード チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2001/12/15 NHKホール
#1450
C

デュトワ、シャルル チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2007/02/16 NHKホール
#1590
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2008/12/17 サントリーホール
#1636
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2011/09/16 NHKホール
#1707
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2012/09/01 国家大劇院 尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
中国ツアー2012～日中国交正常化40周年
記念～

2013/11/20 サントリーホール
#1768
B

ソヒエフ、トゥガン チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2014/09/19 NHKホール
#1788
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2015/11/14 NHKホール
#1820
A

マテウス、ディエゴ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2018/06/20 NHKホール 1890B 尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1954/04/21 日比谷公会堂 カラヤン、ヘルベルト･フォン チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1960/09/09
Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

アスコナ

1963/05/03 東京文化会館 マルティノン、ジャン チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

マルティノン特別演奏会

1964/07/04 NHKホール(旧) 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/01/13 東京文化会館 #478 A マタチッチ、ロヴロ･フォン チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1967/06/15,16 厚生年金会館 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

レコーディング？

1967/06/18 小倉市民会館 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1968/10/08 東京厚生年金会館 若杉弘 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1969/06/27 島根県民会館 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1973/05/22 渋谷公会堂 #606 C 森正 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1977/02/04 NHKホール #712 C ローゼンストック、ジョセフ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1978/06/03 NHKホール 小林研一郎 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1979/06/20 NHKホール #784 A ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1980/09/05 NHKホール 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

第24回N響ゴールデンポップス

1981/11/13 NHKホール #853 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1983/01/12 NHKホール #889 B マルケヴィッチ、イーゴリ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

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

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1985/09/27 NHKホール #969 C ヤノフスキ、マレク チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1986/11/19 NHKホール
#1006
B

ノイマン、ヴァーツラフ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1989/09/01 NHKホール
#1088
C

尾高忠明 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1990/11/21 NHKホール
#1126
B

ノイマン、ヴァーツラフ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1992/06/12 NHKホール
#1175
C

タバシュニク、ミシェル チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1994/02/23 宮崎県立芸術劇場 パータノストロ、ロベルト チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

宮崎県立芸術劇場開館記念事業

1994/04/09 NHKホール
#1229
C

ジェルメッティ、ジャンルイジ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1998/01/08 NHKホール
#1340
A

ドレヴァンツ、ハンス チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

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

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」



2004/09/12
Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

オーチャード定期第31回

2004/11/24 サントリーホール
#1528
B

ルイージ、ファビオ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2006/03/03 NHKホール
#1563
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2007/01/17 サントリーホール
#1587
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2009/01/21 サントリーホール
#1639
B

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2009/11/30 NHKホール ゲルギエフ、ワレリー チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

NHK音楽祭2009

2012/01/28 NHKホール
#1720
A

スラットキン、レナード チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2014/09/27 NHKホール
#1789
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2016/10/21 NHKホール #1845C
ヴェデル二コフ、アレクサン
ドル

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1972/03/19 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー 序曲「1812年」 作品49 日本プロ合唱団連合(chor.) 第11回NHK音楽祭―第3夜N響の夕べ

2004/08/29 NHKホール 岩村力 チャイコフスキー 序曲「1812年」 作品49
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー 序曲「1812年」 作品49

1965/08/14 東京文化会館 ダノン、オスカー チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31 N響スラブ音楽の夕べ

1969/06/27 島根県民会館 岩城宏之 チャイコフスキー スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番

1973/03/18 東京厚生年金会館 岩城宏之 チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31 中村紘子(pf.)
第5回心身障害児のためのN響慈善演奏
会

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1997/09/06? NHKホール
#1328
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2010/01/15 NHKホール
#1665
C

アクセルロッド、ジョン チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31
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

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

チャイコフスキー スラブ行進曲 作品31

1975/06/13 NHKホール #664 C ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

尾高忠明 チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48

2002/11/24
東京国際 フォーラ
ム

ゲルギエフ、ワレリー チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48
JointConcertwithTheKirovOrchestraSt.Pet
ersburg

2013/05/17 NHKホール
#1755
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：第1楽章
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：第2楽章
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1994/02/23 宮崎県立芸術劇場 パータノストロ、ロベルト チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：第2楽章 宮崎県立芸術劇場開館記念事業

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：第2楽章 第100回記念公演NTT

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：第2楽章
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

1995/06/15 NHKホール
#1266
A

シモノフ、ユーリ チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71

2018/12/12 サントリーホール 1902B
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71

1978/06/03 NHKホール 小林研一郎 チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：行進曲

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：コーヒー
(アラビアの踊り) / お茶 (中国の踊り) / トレ
パーク
(ロシアの踊り)

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子
バレエ：牧阿佐美バレヱ団

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：花のワル
ツ

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2000/10/06 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：情景「クラ
ラとくるみ割り人形」 / 情景「くるみ割り人形と ね
ずみの王様」 / 情景「松林で」
/ 雪のワルツ

東京少年少女合唱隊
(boys&girlschor.)

『フィルハーモニー』2000/2001vol.2』83
頁、「お知らせ」に「第2場(情景「松林で」～
雪のワルツ)には児童合唱が入りました」と
記載されている

2000/10/07 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：情景「クラ
ラとくるみ割り人形」 / 情景「くるみ割り人形と ね
ずみの王様」 / 情景「松林で」
/ 雪のワルツ

東京少年少女合唱隊
(boys&girlschor.)

『フィルハーモニー』2000/2001vol.2』83
頁、「お知らせ」に「第2場(情景「松林で」～
雪のワルツ)には児童合唱が入りました」と
記載されている

1990/11/30 NHKホール
#1127
C

ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：第2幕

2010/01/15 NHKホール
#1665
C

アクセルロッド、ジョン チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：第2幕
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

2014/06/07 NHKホール
#1784
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー バレエ音楽｢くるみ割り人形」から第2幕

2014/01/10 NHKホール
#1772
C

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66 (抜粋)

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66：パ・ド・カ
ラクテール(長靴をはいたねこと白いねこ) / パ・
ド・ドゥー (オーロラ姫とデザイア王子)

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子
バレエ：牧阿佐美バレヱ団



1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66：ワルツ
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66：ワルツ
「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

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66：ワルツ ほっとコンサート2017

1968/07/20 不詳 岩城宏之 チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20 (抜粋) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

2016/01/20 サントリーホール
#1828
B

ソヒエフ、トゥガン チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20 (抜粋)

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品 20：ワルツ / 情景
/ 白鳥の踊り/ 情景 / ハンガリーの踊り/ 情景
/ 終曲

N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品 20：情景 (第2幕) /
スペインの踊り/ ナポリの踊り

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子
バレエ：牧阿佐美バレヱ団

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20：スペインの踊り
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20：序奏 / 小さな
白鳥たちの踊り / ハンガリーの踊り / ワルツ

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a：トレパー
ク

NHK音楽祭

1962/05/21 杉並公会堂 クルツ、エフレム チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a：花のワ
ルツ

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/05 NHKホール(旧) クルツ、エフレム チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/11/17 不詳 森正 チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a ソニックシティ・クリスマスコンサート

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a (抜粋)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a：花のワ
ルツ

第13回心身障害児のためのN響演奏会

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a：花のワ
ルツ

長野オリンピック

1965/08/21 東京文化会館 ホルヴァット、ミラン チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：ワルツ N響スラブ音楽の夕べ

2000/10/06 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー
バレエ組曲「眠りの森の美女」：序奏 / リラの精
/ パ・ダクシオン
/ パノラマ / ワルツ

2000/10/07 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー
バレエ組曲「眠りの森の美女」：序奏 / リラの精
/ パ・ダクシオン
/ パノラマ / ワルツ

1976/01/31 NHKホール 尾高忠明 チャイコフスキー
バレエ組曲「眠りの森の美女」：序奏 / リラの精
/ パ・ダクシオン
/ ワルツ

第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

2005/08/03 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20

フェスタサマーミューザKAWASAKI2005
司会：茂森あゆみ/高山哲哉
通常の版〔Kalmus〕とは、終曲が異なる
語り：茂森あゆみ/高山哲哉

2000/10/06 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー
バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：情景 (第1曲) /
ワルツ / 白鳥の踊り

2000/10/07 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー
バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：情景 (第1曲) /
ワルツ / 白鳥の踊り

2000/10/07 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：第2幕の
パ・ド・ドゥ

1967/01/07放送 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー
バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：情景 (第1曲) /
白鳥の踊り / ハンガリーの踊り

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ長調 作品23 ベレゾフスキー、ボリス(pf.) 第2回 水曜 夜のクラシック

1957/10/12
共立講堂（千代田
区）

ロイブナー、ウィルヘルム チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 ギレリス、エミール(pf.)

1960/09/04 モスクワ音楽院 外山雄三 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 松浦豊明(pf.) モスクワ

1962/03/18放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 松浦豊明(pf.) ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1963/02/26 日比谷公会堂 岩城宏之 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.)

1964/05/09 日比谷公会堂 岩城宏之 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 シフラ、ジョルジュ(pf.) N響臨時演奏会

1965/05/11 札幌市民会館 ルンプフ、アレクサンダー チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 松浦豊明(pf.)

1967/09/30 東京文化会館 外山雄三 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 アンダ、ゲザ(pf.) ゲザ・アンダピアノ演奏会

1973/07/25 NHKホール(旧) 岩城宏之 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 小林仁(pf.) 旧NHKさよならコンサート

1976/01/16 NHKホール #680 C クレー、ベルンハルト チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 カンパネルラ、ミケーレ(pf.)

1976/06/12 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ティモフェーエワ、リュボーフ
(pf.)

第21回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/10/06 NHKホール #730 A 岩城宏之 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 ベルマン、ラーサリ(pf.)

1978/06/14 NHKホール #755 B チェッカート、アルド チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 ガヴリロフ、アンドレイ(pf.)

1980/07/15 福井市文化会館 マーガ、オトマー チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 野島稔(pf.)

1981/09/24 NHKホール #848 A マカール、ズデネック チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.)

1985/06/21 NHKホール #966 C ドレヴァンツ、ハンス チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 ルディ、ミハイル(pf.)

1987/01/08 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 若林顕(pf.) 第13回若い芽のコンサート



1987/09/16 NHKホール
#1029
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 リカド、セシル(pf.)

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.) N響「夏」'88

1989/07/15
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.)
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 小川典子(pf.) 第16回若い芽のコンサート

1990/12/06 NHKホール
#1128
A

ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 プレトニョフ、ミハイル(pf.)

1992/10/01 NHKホール
#1182
A

スタインバーグ、ピンカス チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 ピツァロ、アルトゥール(pf.)

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 クライネフ、ウラディーミル(pf.) 第100回記念公演NTT

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

1997/09/06 NHKホール
#1328
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.)

2003/07/03 NHKホール
#1492
A

バーメルト、マティアス チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

2004/12/03 NHKホール
#1529
C

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 上原彩子(pf.)

2010/01/15 NHKホール
#1665
C

アクセルロッド、ジョン チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 清水和音(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

2011/05/18 サントリーホール
#1702
B

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 メルニコフ、アレクサンドル(pf.)

シモン・トルプチェスキにかわり、アレクサ
ンドル・メルニコフが出演
《ピアノ協奏曲第2番》にかわり《ピアノ協奏
曲第1番》を演奏

2011/09/04 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 辻井伸行(pf.)
N響チャリティコンサートHOPE
司会：黒崎めぐみ

2012/02/17 NHKホール
#1722
C

ノセダ、ジャナンドレア チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 マツーエフ、デニス(pf.)

2012/09/01 国家大劇院 尾高忠明 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 サ、チェン(pf.)

中国ツアー2012～日中国交正常化40周年
記念～
当初ソリストはユンディ・リと発表されてい
たが、サ・チェンに変更となった

2015/06/17 サントリーホール
#1813
B

尾高忠明 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 小山実稚恵(pf.)

1993/02/03 NHKホール
#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第2番 ト長調 作品44 チェルカスキー、シューラ(pf.)

1987/01/08 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 田中雅弘(vlc.) 第13回若い芽のコンサート

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 曹永昌(vlc.)

1993/09/09 NHKホール
#1209
A

外山雄三 チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 藤原真理(vlc.)

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

1997/12/11 NHKホール
#1338
A

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 チャン、ハンナ(vlc.)

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 コーエン、デーヴィッド(vlc.) 東京文化会館公演

2013/02/28 NHKホール 渡邊一正 チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 横坂源(vlc.) N響チャリティーコンサートHOPE

2016/06/11 NHKホール
#1838
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 協奏的幻想曲 ト長調 作品56 ハイルディノフ、ルステム(pf.)

1965/11/20 東京文化会館 #459 B 岩城宏之 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1969/09/27放送 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年3月18日の録音？

1965/03/02 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/03/25放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー（南安雄） ただあこがれを知る者だけが
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1976/09/20 NHKホール マシーニ、ジャンフランコ チレーア 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」

カバリエ、モンセラット(sop.)/コッソッ
ト、フィオレンツァ(mez.sop.)/カレーラ
ス、ホセ(ten.)/ヴィンコ、イヴォ(bs.)/
デ・パルマ、ピエロ(ten.)/ドラーツィ、
アッティリオ(br.)/フォルトゥナート、シ
ルリ(sop.)/ヴェルリ、ネッラ
(mez.sop.)/マッツォッタ、パオロ(br.)/
ディ・ヴィエトリ、ピエトロ(ten.)/高橋
啓三(bs.)/日本合唱協会(chor.)

1976/09/28 NHKホール マシーニ、ジャンフランコ チレーア 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」

カバリエ、モンセラット(sop.)/コッソッ
ト、フィオレンツァ(mez.sop.)/カレーラ
ス、ホセ(ten.)/ヴィンコ、イヴォ(bs.)/
デ・パルマ、ピエロ(ten.)/ドラーツィ、
アッティリオ(br.)/フォルトゥナート、シ
ルリ(sop.)/ヴェルリ、ネッラ
(mez.sop.)/マッツォッタ、パオロ(br.)/
ディ・ヴィエトリ、ピエトロ(ten.)/高橋
啓三(bs.)/日本合唱協会(chor.)

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 チレーア
歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」：私は神のい
やしいしもべで す

渡辺葉子(sop.) 朝日ベルサロン特別公演

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ チレーア
歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」：私は神のい
やしいしもべで す

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー チレーア
歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」：私は神のい
やしいしもべで す

トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

1968/10/19 東京文化会館 ワルベルク、ハインツ ツィーラー 扇のポロネーズ 作品525 臨時公演「美しきウィーン」



1975/01/22 NHKホール #649 A ギーレン、ミヒャエル ツィンマーマン 静寂と反転

1976/02/18 NHKホール #684 B ドレヴァンツ、ハンス ツィンマーマン フォトプトシス

1995/07/29 サントリーホール 大野和士 ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」
サントリーホール定期演奏会1995年IIマー
ラーvs.ツェムリンスキー

1999/06/16 サントリーホール
#1383
B

上岡敏之 ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

2004/06/11 NHKホール
#1517
C

クリヴィヌ、エマニュエル ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」

1997/01/23 NHKホール
#1311
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ツェムリンスキー 叙情交響曲 作品18
釜洞祐子(sop.)/スコウフス、ボー
(br.)

2013/05/11 NHKホール
#1754
A

尾高忠明 ディーリアス
歌劇「村のロメオとジュリエット」：間奏曲「天国へ
の道」

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド ディーリアス ハッサン：間奏曲 / セレナード 山口裕之(vln.)

2006/08/06 NHKホール 山下一史 ティケリ アン・アメリカン・エレジー

「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

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

ディッタースドルフ コントラバス協奏曲 ホ長調
ストライヒャー、ルートヴィヒ
(cb.)

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ ディニク ホラ・スタカート 津堅直弘(trp.)

1976/07/03 NHKホール 森正
ディニク&ハイフェッツ&シュ
ミット

ホラ・スタカート 江藤俊哉(vln.)
第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1979/06/01 NHKホール #783 C マリナー、ネヴィル ティペット 2つの弦楽オーケストラのための協奏曲

1984/02/01 NHKホール #922 A シュタイン、ホルスト ティペット 2つの弦楽オーケストラのための協奏曲

2012/04/20 NHKホール
#1725
C

ノリントン、ロジャー ティペット 交響曲 第1番

1992/09/10 NHKホール
#1179
A

アサートン、デーヴィッド ティペット 交響曲 第2番

2008/09/13 NHKホール
#1625
A

ドレヴァンツ、ハンス デニソフ 絵画

1965/08/14 東京文化会館 ダノン、オスカー デフチッチ､ナトコ イストリア組曲：子守歌と舞曲 N響スラブ音楽の夕べ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 デューハースト ブラジリア 新田幹男(trb.)
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

1963/01/23 杉並公会堂 フルネ、ジャン デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣ NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/01/27 東京文化会館 デルヴォー、ピエール デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣

1965/11/27 NHKホール(旧) フルネ、ジャン デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣

1978/11/17 NHKホール #765 C デルヴォー、ピエール デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣

1990/05/11 NHKホール
#1112
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣

1993/02/08 サントリーホール フルネ、ジャン デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣
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

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣ N響「夏」2001～音楽の魔法～

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣ 東京文化会館公演

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣
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

2014/08/03 NHKホール 山下一史 デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣
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

1993/02/18 NHKホール
#1194
A

フルネ、ジャン デュカス 序曲「ポリュークト」

1969/08/16 不詳 若杉弘 デュカス バレエ音楽「ペリ」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル デュサパン エグゼオ
日本初演
MusicTomorrow2007プレトーク(15:20～)：
新実徳英/金子仁美/白石美雪(司会)

1987/01/22 NHKホール
#1011
A

ボド、セルジュ デュティユー 交響曲 第1番

2011/06/28 東京オペラシティ ヘラス・カサド、パブロ デュティユー コレスポンダンス (2002/2004) ハンニガン、バーバラ(sop.)
日本初演
MusicTomorrow2011

2013/12/11 サントリーホール
#1771
B

デュトワ、シャルル デュティユー チェロ協奏曲「遥かなる遠い世 界」 カプソン、ゴーティエ(vlc.)

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル デュティユー 音色、空間、運動

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ デュティユー メタボール

2013/04/24 サントリーホール
#1753
B

ビシュコフ、セミョーン デュビュニョン
2台のピアノと2つのオーケストラのための協奏
曲 作品54 「バトルフィールド」

ラベック、カティア(pf.)/ラベック、マリ
エル(pf.)

日本初演

2018/02/16 NHKホール 1880C ヤルヴィ、パーヴォ デュリュフレ 3つの舞曲 作品6

1999/09/08 サントリーホール
#1385
B

デュトワ、シャルル デュリュフレ レクイエム 作品9
加納悦子(mez.sop.)/直野資
(br.)/小林英之(org.)/

合唱指導：ステファン・パルクマン

2012/05/12 NHKホール
#1727
A

尾高忠明 デュリュフレ レクイエム 作品9
加納悦子(mez.sop.)/三原剛(br.)/新
国立劇場合唱団(chor.)

合唱指揮：冨平恭平

1988/01/13 NHKホール グシュルバウアー、テオドル ドゥヴィエンヌ フルート協奏曲 第7番 ホ短調 佐久間由美子(fl.) 第14回若い芽のコンサート

1996/12/16 サントリーホール デュトワ、シャルル トゥーリナ 交響詩「幻想舞曲」 作品22 サントリーホール定期演奏会1996-7

2017/02/11 NHKホール #1856A ヤルヴィ、パーヴォ トゥール アコーディオンと管弦楽のための「プロフェシー」 シドロヴァ、クセニア(アコーディオン)



2005/06/11 NHKホール
#1543
A

ヤルヴィ、パーヴォ トゥール アディトゥス (2000/2002) 日本初演

2015/10/23 NHKホール
#1819
C

ヤルヴィ、パーヴォ トゥール アディトゥス (2000/2002)

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ トゥール ルーツを求めて～シベリウスをたたえて～

1966/06/08 東京文化会館 #470 A ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 スーク、ヨセフ(vln.)

1969/02/11 東京文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 塩川悠子(vln.) 都民劇場「音楽サークル第166回公演」

1977/04/13 NHKホール #719 A ギーレン、ミヒャエル ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 藤川真弓(vln.)

1981/11/13 NHKホール #853 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 堀米ゆず子(vln.)

1995/11/22 NHKホール
#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

2004/02/27 NHKホール
#1510
C

ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 グルーズマン、ヴァディム(vln.)

2008/11/21 NHKホール
#1633
C

コウト、イルジー ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 エーベルレ、ヴェロニカ(vln.)

1995/03/15 NHKホール
#1257
B

外山雄三 ドヴォルザーク 悲しみの聖母 作品58
菅英三子(sop.)/西明美(alt.)/福井敬
(ten.)/戸山俊樹(bs.)/国立音楽大学
(chor.)

安達さおり急病のため菅英三子に変更
合唱指導：長井則文

1980/12/05 NHKホール #826 C ワイケルト、ラルフ ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60

2012/01/13 NHKホール
#1718
C

エリシュカ、ラドミル ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60

2014/10/28 サントリーホール
#1792
B

下野竜也 ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60

1975/09/17 NHKホール #669 B 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1978/06/21 NHKホール #756 A チェッカート、アルド ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1983/07/06 NHKホール #905 B ライトナー、フェルディナント ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1985/01/10 NHKホール #949 A コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1992/12/16 NHKホール
#1189
B

ヤノフスキ、マレク ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

2011/11/16 サントリーホール
#1713
B

ヤルヴィ、ネーメ ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70
指揮者イルジー・コウトにかわり、ネーメ・
ヤルヴィが出演

2014/02/14 NHKホール
#1776
C

マリナー、ネヴィル ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1959/07/09,10 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1962/03/21放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1964/11/29 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1965/02/25 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/10/09 福山市民会館 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1968/02/24 NHKホール(旧) 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/06/14 不詳 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1971/05/01放送 不詳 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1973/01/30 大阪厚生年金会館 スウィトナー、オットマール ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会

1974/11/13 NHKホール #644 A クレー、ベルンハルト ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1976/10/08 NHKホール #700 C 尾高忠明 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1978/01/12 NHKホール #739 A ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1979/12/07 NHKホール #797 C
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

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

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1983/05/29
Kongresshall e des
Kulturpalaste s

岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 プラハ

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

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1986/11/07 NHKホール
#1004
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1987/11/18 NHKホール
#1036
B

シュタイン、ホルスト ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1989/11/10 NHKホール
#1094
C

スウィトナー、オットマール ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1991/11/29 NHKホール
#1157
C

ナザレス、ダニエル ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1993/05/08 サントリーホール 高関健 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団シリーズ1993-II

1994/09/03 NHKホール
#1238
C

スタインバーグ、ピンカス ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

プレヴィン、アンドレ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1998/06/13 NHKホール
#1355
C

ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88



1999/10/23 NHKホール
#1390
C

コウト、イルジー ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
指揮はHorstSteinが予定されていたが、病
気のため変更

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

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2004/06/24 NHKホール
#1519
A

タルミ、ヨアフ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2007/04/07 NHKホール
#1592
A

バーメルト、マティアス ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 N響「夏」2007

2010/06/05 NHKホール
#1676
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2014/02/14 NHKホール
#1776
C

マリナー、ネヴィル ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2015/09/11 NHKホール
#1814
C

広上淳一 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1959/03/21 NHKホール(旧) シュヒター、ウィルヘルム ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1963/07/07 不詳 外山雄三 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1964/04/05 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1964/10/23 東京文化会館 外山雄三 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1965/05/31 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

録音日は1965年5月31日となっているが、
第456回定期公演の可能性あり

1966/10/16 松山市民会館 外山雄三 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1968/10/26 東京文化会館 #511 B ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1969/11/01 東京文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1970/03/15
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1973/07/15 奈良県文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1974/06/22 NHKホール #636 C 岩城宏之 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1975/08/19
広島郵便貯金会館
ホール

マーガ、オトマー ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

プロムナードコンサート

1975/12/10 NHKホール #677 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1977/10/01 NHKホール
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1978/12/01 NHKホール #766 C ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1979/03/01 東京文化会館 ライトナー、フェルディナント ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

都民芸術フェスティバル

1979/03/03 神奈川県民ホール ライトナー、フェルディナント ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

第17回N響ゴールデンポップス 中村紘子・
ライトナー

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

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

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

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1981/12/04 NHKホール #856 C コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1984/10/11 NHKホール #941 A スラットキン、レナード ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1986/11/07 NHKホール
#1004
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1989/05/05 NHKホール
#1082
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1991/01/11 NHKホール
#1130
C

フィッシャー、アダム ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

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

1995/06/10 NHKホール
#1265
C

シモノフ、ユーリ ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1996/12/11 NHKホール
#1309
B

デュトワ、シャルル ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2001/01/27 NHKホール
#1426
C

メルクル、準 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2003/01/15 サントリーホール
#1479
B

コウト、イルジー ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2004/09/18 NHKホール
#1520
A

サンティ、ネルロ ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

2009/02/13 NHKホール
#1641
C

リッツィ、カルロ ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2011/09/10 NHKホール
#1706
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2014/12/12 NHKホール
#1797
C

デュトワ、シャルル ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2016/10/26 サントリーホール #1846B ソヒエフ、トゥガン ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1984/12/05 NHKホール #946 A ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク 交響詩「のばと」 作品110

2008/11/21 NHKホール
#1633
C

コウト、イルジー ドヴォルザーク 交響詩「真昼の魔女」 作品108



1985/01/10 NHKホール #949 A コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク 交響的変奏曲 作品78

1987/06/25 NHKホール
#1026
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク 序曲「オセロ」 作品93

1964/04/11 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92
録音日は1964年4月11日となっているが、
同年4月の第446回定期公演の可能性あり

1968/07/29 東京文化会館 外山雄三 ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1975/06/13 NHKホール #664 C ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1981/06/17 NHKホール #845 B ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1984/09/19 NHKホール #938 B
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1985/01/10 NHKホール #949 A コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1989/07/15
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

2009/07/17 NHKホール ジャッド、ジェームズ ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92 N響「夏」2009

1984/07/04 NHKホール #936 B ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク スケルツォ・カプリッチオーソ作品66

1967/07/08 不詳 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/02/15 埼玉会館 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 第7回県民コンサート

1965/08/21 東京文化会館 ホルヴァット、ミラン ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番 N響スラブ音楽の夕べ

1966/09/18 福島市公会堂 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番

1967/07/08 不詳 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1976/01/31 NHKホール 尾高忠明 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番
第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

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

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46

1990/11/09 NHKホール
#1124
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46

1997/01/17 NHKホール
#1310
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46

2007/05/11 NHKホール
#1594
C

フォスター、ローレンス ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46

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

ドヴォルザーク
スラヴ舞曲 第1集 作品46 / 第2集 作品72 - 第
1番 / 第10番 / 第15番

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1967/06/18 小倉市民会館 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番

2011/11/16 サントリーホール
#1713
B

ヤルヴィ、ネーメ ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番
指揮者イルジー・コウトにかわり、ネーメ・
ヤルヴィが出演

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 ほっとコンサート2019

2003/01/09 NHKホール
#1478
A

コウト、イルジー ドヴォルザーク
スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 / 第2番 / 第3
番 / 第6番 / 第8番

1980/01/30 NHKホール #801 B コンドラシン、キリル ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第3番 / 第8番

1990/11/09 NHKホール
#1124
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72

1997/01/29 NHKホール
#1312
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72

2003/01/09 NHKホール
#1478
A

コウト、イルジー ドヴォルザーク
スラヴ舞曲 第2集 作品72：第1番 / 第2番 / 第7
番

1959/07/09,10 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/05/08放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第7番
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

1979/12/07 NHKホール #797 C
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク セレナード ニ短調 作品44

1954/11/20 日比谷公会堂
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 フルニエ、ピエール(vlc.) ピエール・フルニエ演奏会

1960/09/15
ブラチスラヴァ・フィ
ルハーモニア

岩城宏之 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 堤剛(vlc.)

1962/11/16 東京文化会館 #434 小澤征爾 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 カサド、ガスパール(vlc.)

1965/02/04,05,06 東京文化会館 #453 ルンプフ、アレクサンダー ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
ロストロポーヴィチ、ムスティスラフ
(vlc.)

1968/06/05 東京文化会館 #507 B 外山雄三 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 堤剛(vlc.)

1977/10/01 NHKホール
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 徳永健一郎(vlc.)

1981/06/17 NHKホール #845 B ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 堤剛(vlc.)

1987/06/25 NHKホール
#1026
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 堤剛(vlc.)

1988/03/16 NHKホール
#1048
B

スウィトナー、オットマール ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1990/10/12 NHKホール
#1121
C

ライトナー、フェルディナント ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 シフ、ハインリヒ(vlc.)

1991/01/06 NHKホール 外山雄三 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 長谷川陽子(vlc.) 第17回若い芽のコンサート

1993/05/08 サントリーホール 高関健 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 シュタルケル、ヤノーシュ(vlc.)
サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団シリーズ1993-II

1995/01/23 サントリーホール 小澤征爾 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
ロストロポーヴィチ、ムスティス ラフ
(vlc.)

怪我や病気で活躍できないオーケストラの
楽員のためのチャリティコンサート

1995/04/20 NHKホール
#1260
B

フォスター、ローレンス ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 マイスキー、ミーシャ(vlc.)



1997/03/01 NHKホール
#1316
C

フィッシャー、イヴァン ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 ペレーニ、ミクローシュ(vlc.)

2000/12/06 サントリーホール
#1422
B

デュトワ、シャルル ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 モルク、トルルス(vlc.)

2009/02/13 NHKホール
#1641
C

リッツィ、カルロ ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 ペレーニ、ミクローシュ(vlc.)

2010/06/05 NHKホール
#1676
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 コーエン、デーヴィッド(vlc.)

2010/10/22 NHKホール
#1683
C

サンティ、ネルロ ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 堤剛(vlc.)

2016/10/21 NHKホール #1845C
ヴェデル二コフ、アレクサン
ドル

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 クニャーゼフ、アレクサンドル(vlc.)

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104： 第1楽章 藤森亮一(vlc.)
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

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ドヴォルザーク 伝説曲 作品59：第10番
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 ドヴォルザーク 母が教えてくれた歌 佐藤しのぶ(sop.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

1981/12/16 NHKホール #858 A コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク ピアノ協奏曲 ト短調 作品33 シフ、アンドラーシュ(pf.)

1990/12/12 NHKホール
#1129
B

ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク レクイエム 作品89
佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/川
上洋司(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/国立
音楽大学(chor.)

合唱指導：長井則文

2004/08/29 NHKホール 岩村力 ドヴォルザーク(大島ミチル)
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」：第2楽章

本田美奈子(vocal)

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章
作詞:本田美奈子

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 東儀秀樹 星空につつまれて 東儀秀樹(篳篥)
「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

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 東儀秀樹(野見祐二) "I am with you" 東儀秀樹(篳篥)
「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

2019/05/17 NHKホール 1913C ヤルヴィ、ネーメ トゥビン 交響曲 第5番 ロ短調

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

トスティ 理想の人 タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ トスティ 理想の人 クラバッシ、プリニオ(bs.)

1976/05/28 NHKホール #694 A 外山雄三 ドップラー ハンガリー田園幻想曲

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ ドップラー ハンガリー田園幻想曲 小出信也(fl.)

1959/02/11 東京宝塚劇場
エレーデ、アルベルト/ヴェ
ルキ、ニーノ

ドニゼッティ 歌劇「愛の妙薬」

ノーニ、アルダ(アディーナ)/タリア
ヴィーニ、フェルッチョ(ネモリーノ)/
ラ・ポルタ、アルトゥーロ(ベルコー
レ)/モンタルソロ、パオロ(ドゥルカ
マーラ)/キッサーリ、サンタ(ジャン
ネッタ)/東京放送合唱団(chor.)/二
期会(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
振付：島田広
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
バレエ：日本バレエ協会
美術：マリオ・ポンペイ(MarioPompei)
Ricordi版楽譜を使用

2001/09/19 サントリーホール
#1441
B

広上淳一 ドニゼッティ 歌劇「ドン・パスクァーレ」：序曲

1971/09/13,16,19,2
1

東京文化会館
デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

ドニゼッティ 歌劇「ラ・ファヴォリータ」

ブルスカンティーニ、セスト(アルフォ
ンソ11世)/コッソット、フィオレンツァ
(レオノーラ・ディ・グス
マン)/クラウス、アルフレード(フェル
ナンド)/ライモンディ、ルッジェーロ
(バルダッサーレ)/ペドローニ、アウ
グスト(ドン・ガスパロ)/ゾッティ、マリ
サ(イネス)/日本プロ合唱団連合
(chor.)

LIRICAITALIANA1971
演出：ブルーノ・ノフリ美術：エンツォ・デ
ホー舞台製作：エルコーレ・ソルマーニ衣
装：サルヴァトーレ・ルッソ衣装製作：サル
トリア・マリレーナプロンプター：ウーゴ・カ
ターニア合唱指揮：田中信昭副指揮：三石
精一/尾高忠明/石橋義也/福森湘/北村
協一/宮本昭嘉
振付：有馬五郎パ・ド・ドゥー：小林紀子/石
田種生バレエ：東京シティ・バレエ団協演：
東京演劇アンサンブルRicordi版楽譜を使
用

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ドニゼッティ 歌劇「ラ・ファヴォリータ」：いとしいフェルナンドよ
シミオナート、ジュリエッタ
(mez.sop.)

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：あたりは沈黙に とざされ
水嶋育(sop.)/ブラック、ジェフリー
(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：恐れに色を失う ならば
水嶋育(sop.)/ブラック、ジェフリー
(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：前奏曲 NHK音楽祭

1974/01/26 NHKホール #621 C 秋山和慶 ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：優しいささやき ルデンコ、ベラ(sop.)

1986/03/05 NHKホール #985 A 秋山和慶 ドビュッシー 映像

1998/03/18 サントリーホール デュトワ、シャルル ドビュッシー 映像 サントリーホール定期演奏会

1962/03/23放送 不詳 シュヒター、ウィルヘルム ドビュッシー 映像：イベリア ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1965/11/27 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ドビュッシー 映像：イベリア

1989/06/16 NHKホール
#1085
C

タバシュニク、ミシェル ドビュッシー 映像：イベリア

2009/06/17 NHKホール
#1651
B

メルクル、準 ドビュッシー 映像：イベリア

2017/01/13 NHKホール #1853C メナ、ファンホ ドビュッシー 映像：イベリア



1986/06/19 NHKホール #995 B 若杉弘 ドビュッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」 (演奏会形式)

アルステット、ダグラス(ペレアス)/松
本美和子(メリザンド)/勝部太(ゴ
ロー)/岡村喬生(アルケル)/伊原直
子(ジュヌヴィエーヴ)/斎藤昌子(イ
ニョルド)/高橋修一(医師)/村田健司
(羊飼い)/二期会(chor.)

省略部分あり
合唱指導：岡田司

2014/12/05 NHKホール
#1796
A

デュトワ、シャルル ドビュッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」（演奏会形式）

デグー、ステファーヌ（br.）/ル・テク
シエ、ヴァンサン（bs.br.）/ヨーゼフ・
ゼーリヒ、フランツ（bs.）/ガデリア、カ
トゥーナ（sop.）/ウィルソン・ジョンソ
ン、デーヴィッド（br.）/ヴルチ、カレン
（sop.）/シュトゥッツマン、ナタリー
（contralt.）/浅井隆仁（br.）/東京音
楽大学（chor.）

1998/12/19 NHKホール
#1369
C

デュトワ、シャルル ドビュッシー カンタータ「選ばれた乙女」
釜洞祐子(sop.)/加納悦子
(mez.sop.)/二期会合唱団
(femalechor.)

合唱指導：三澤洋史

1978/11/17 NHKホール #765 C デルヴォー、ピエール ドビュッシー
クラリネットとオーケストラのための狂詩曲 第1
番

浜中浩一(cl.)

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ドビュッシー
クラリネットとオーケストラのための狂詩曲 第1
番

横川晴児(cl.)
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

1963/01/09 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ドビュッシー 交響詩「海」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/05/22 東京文化会館 #447 アンセルメ、エルネスト ドビュッシー 交響詩「海」

1965/01/27 東京文化会館 デルヴォー、ピエール ドビュッシー 交響詩「海」

1965/12/02,03 東京文化会館 #460 A フルネ、ジャン ドビュッシー 交響詩「海」

1967/05/20 NHKホール(旧) フレッチャ、マッシモ ドビュッシー 交響詩「海」 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 ドビュッシー 交響詩「海」 NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1976/01/09 NHKホール #679 A クレー、ベルンハルト ドビュッシー 交響詩「海」

1978/05/25 NHKホール #752 B 井上道義 ドビュッシー 交響詩「海」

1983/04/06 NHKホール #898 A 秋山和慶 ドビュッシー 交響詩「海」

1985/06/12 NHKホール #964 A ドレヴァンツ、ハンス ドビュッシー 交響詩「海」

1990/06/07 NHKホール
#1115
A

フルネ、ジャン ドビュッシー 交響詩「海」

1992/06/18 NHKホール
#1176
A

タバシュニク、ミシェル ドビュッシー 交響詩「海」

1993/06/06 サントリーホール スラットキン、レナード ドビュッシー 交響詩「海」 サントリーホール定期演奏会1993-III

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル ドビュッシー 交響詩「海」

1997/06/23 サントリーホール メルクル、準 ドビュッシー 交響詩「海」
サントリーホール定期演奏会1997-
2

2001/02/21 サントリーホール
#1429
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー 交響詩「海」

2004/11/19 NHKホール
#1527
C

ルイージ、ファビオ ドビュッシー 交響詩「海」

2006/10/14
Walt Disney
Concert Hall

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー 交響詩「海」 ロサンゼルス

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ ドビュッシー 交響詩「海」 NHK音楽祭

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン ドビュッシー 交響詩「海」

2010/12/04 NHKホール
#1688
A

デュトワ、シャルル ドビュッシー 交響詩「海」

2015/05/15 NHKホール
#1809
C

デ・ワールト、エド ドビュッシー 交響詩「海」

2018/06/09 NHKホール 1888A
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー 交響詩「海」

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ドビュッシー 交響詩｢海｣：風と海の対話
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

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー サクソフォンとオーケストラのための狂詩曲 須川展也(alt.sax.)

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー バレエ音楽「カンマ」

1976/02/18 NHKホール #684 B ドレヴァンツ、ハンス ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」

1987/09/04 サントリーホール デュトワ、シャルル ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」
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

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」

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

ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン

2018/06/09 NHKホール 1888A
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー ピアノと管弦楽のための幻想曲 バヴゼ、ジャン・エフラム(pf.)

1953/10/12 不詳 マルティノン、ジャン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ＮＨＫラジオ「ジャン・マルティノン特別演奏
会」

1955/10/05放送 不詳 コステラネッツ、アンドレ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1958/11/12 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲 ＮＨＫラジオ「希望音楽会」公開収録

1963/01/29
武蔵野音楽大学
ベートーヴェンホー
ル

フルネ、ジャン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/05/03? 東京文化会館 マルティノン、ジャン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲 マルティノン特別演奏会

1965/11/27 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲



1969/09/29 東京厚生年金会館 フルネ、ジャン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1973/08/01 NHKホール 岩城宏之 ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1978/01/27 NHKホール #741 C ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1978/11/17 NHKホール #765 C デルヴォー、ピエール ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1979/06/29 NHKホール #786 B ワルベルク、ハインツ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1982/09/16 NHKホール #877 A フムーラ、ガブリエル ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1992/06/18 NHKホール
#1176
A

タバシュニク、ミシェル ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1996/04/06 NHKホール
#1289
C

若杉弘 ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1997/06/23 サントリーホール メルクル、準 ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
サントリーホール定期演奏会1997-
2

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲 N響「夏」2001～音楽の魔法～

2002/09/12 NHKホール
#1467
A

デュトワ、シャルル ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲 N響「夏」2005

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

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
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」

2008/04/16 サントリーホール
#1618
B

ヴィヨーム、エマニュエル ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2012/02/11 NHKホール
#1721
A

ド・ビリー、ベルトラン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2015/10/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2018/06/09 NHKホール 1888A
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2018/10/01 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2019/10/23 サントリーホール 1923B ソヒエフ、トゥガン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1965/12/16 東京文化会館 フルネ、ジャン ドビュッシー 夜想曲

1985/11/13 NHKホール #974 B シュタイン、ホルスト ドビュッシー 夜想曲 上野学園大学音楽学部(chor.) 合唱指導：島塚光

1990/05/11 NHKホール
#1112
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドビュッシー 夜想曲 二期会(chor.) 合唱指導：河地良智

1993/06/17 NHKホール
#1206
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドビュッシー 夜想曲 二期会(chor.)

2000/06/14 サントリーホール
#1410
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー 夜想曲 東京混声合唱団(femalechor.) 合唱指導：岩村力

2008/12/12 NHKホール
#1635
C

デュトワ、シャルル ドビュッシー 夜想曲 二期会合唱団(femalechor.)

1963/01/23 杉並公会堂 フルネ、ジャン ドビュッシー 夜想曲：雲 / 祭り NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/01/22 東京文化会館 デルヴォー、ピエール ドビュッシー 夜想曲：雲 / 祭り

1978/11/15 NHKホール #764 B デルヴォー、ピエール ドビュッシー 夜想曲：雲 / 祭り

1978/11/17 NHKホール #765 C デルヴォー、ピエール ドビュッシー 夜想曲：雲 / 祭り

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー(アンセルメ) 古代のエピグラフ

1991/04/24 NHKホール
#1141
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー(カプレ) 交響的断章「聖セバスチャンの殉教」

2016/01/09 NHKホール
#1826
A

山田和樹 ドビュッシー(カプレ) バレエ音楽「おもちゃ箱」 松嶋菜々子(語り)

1993/02/24 NHKホール
#1195
B

フルネ、ジャン ドビュッシー(コンスタン) 交響曲「ペレアスとメリザンド」

1966/01/01放送 NHKホール(旧) カイルベルト、ヨーゼフ ドビュッシー(ビュセール) 小組曲 ＮＨＫラジオ「ニューイヤーコンサート」

1968/10/05 旧NHKホール 若杉弘 ドビュッシー(ビュセール) 小組曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

デュトワ、シャルル ドビュッシー(ビュセール) 小組曲

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー(マシューズ)
前奏曲集第1巻：パックの踊り/
ミンストレル

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー(マシューズ) 前奏曲集第2巻：水の精 / 花火

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー（ラヴェル） サラバンド

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー（ラヴェル） 舞曲

1970/06/13 不詳 若杉弘 トマ 歌劇「ミニョン」：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 トマ 歌劇「ミニョン」：序曲 第13回心身障害児のためのN響演奏会

1990/06/07 NHKホール
#1115
A

フルネ、ジャン トマジ 第三世界の交響曲

1974/10/30 NHKホール #642 B フルネ、ジャン トマジ 典礼用ファンファーレ

山口裕子(ミツコ)/加藤道子(母親)/
中津川小学校(子供たち)/東京放送
劇団(村人、子供たち)/成田絵智子
(歌)/東京放送児童合唱団(合唱)/東
京混声合唱団(合唱)/NHK交響楽団
(管弦楽)東京コンサーツ(管弦楽)

＜作＞蓬莱泰三
＜技術＞高橋宏
＜演出＞中川基行

1974/10/19放送 不詳 若杉弘 外山三保子 アルト詩曲 戸嶋由美(alt.) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1965/10/29 杉並公会堂 外山雄三 外山雄三 ヴァイオリン協奏曲 海野義雄(vln.)



1964/12/20放送 東京文化会館 岩城宏之 外山雄三 ヴァイオリン協奏曲 第1番 海野義雄(vln.)

1968/11/12 東京厚生年金会館 外山雄三 外山雄三 ヴァイオリン協奏曲 第1番 海野義雄(vln.)
現代日本の作品の夕べ―ヴァイオ リン協
奏曲―

1991/02/08 NHKホール
#1133
C

広上淳一 外山雄三 ヴァイオリン協奏曲 第1番 加藤知子(vln.)

1964/01/25 NHKホール(旧) 外山雄三 外山雄三 沖縄民謡によるラプソディー
世界初演NHKラジオ＆テレビコンサート(公
開収録)

1964/05/22 不詳 外山雄三 外山雄三 管弦楽のための「序」 NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1965/10/30 東京文化会館 外山雄三 外山雄三 管弦楽のための閧 世界初演第20回文部省芸術祭

1963/02/26 日比谷公会堂 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのディヴェルティメント

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのディヴェルティメント バンコク

1964/02/27 Town Hall 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのディヴェルティメント シドニー

1964/10/23 東京文化会館 外山雄三 外山雄三 管弦楽のためのディヴェルティメント ：第2楽章
世界初演オリンピック東京大会記念・NHK
交響楽団特別演奏会

1960/08/21放送 不詳 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/09/09
Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー アスコナ

1960/09/13 ウィーン楽友協会 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1960/09/14 ウィーン楽友協会 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー ワルシャワ

1960/10/18 Royal Festival Hall シュヒター、ウィルヘルム 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー 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 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー ロンドン

1960/11/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1961/01/01 文京公会堂 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1974/06/22 NHKホール #636 C 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1981/01/07 NHKホール 森正 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー 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 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1982/03/26 NHKホール #866 C 外山雄三 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2012/07/04 サントリーホール 広上淳一 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー
音楽とともに～外山雄三の世界～
トーク・ゲスト：池辺晋一郎
司会：壇ふみ

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー：八木節 ほっとコンサート2019

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 外山雄三 交響曲 第2番

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

1978/02/04 NHKホール 外山雄三 外山雄三 交響曲「帰国」

2012/07/04 サントリーホール 外山雄三 外山雄三 交響曲「帰国」
音楽とともに～外山雄三の世界～
トーク・ゲスト：池辺晋一郎
司会：壇ふみ

1960/08/21放送 不詳 岩城宏之 外山雄三 小交響曲：第2楽章 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 外山雄三 小交響曲：第2楽章 ワルシャワ

1960/10/18 Royal Festival Hall シュヒター、ウィルヘルム 外山雄三 小交響曲：第2楽章 ロンドン

1960/11/10 NHKホール(旧) 外山雄三 外山雄三 小交響曲：第2楽章

1961/01/01 文京公会堂 岩城宏之 外山雄三 小交響曲：第2楽章

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

1990/08/01 NHKホール 山本直純 外山雄三
シンフォニック・スケッチ「こんぴらふねふね～よ
さこい節」

N響「夏」'90

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

1990/08/01 NHKホール 山本直純 外山雄三 シンフォニック・スケッチ「麦さがし」 世界初演N響「夏」'90

1989/07/31 NHKホール 山本直純 外山雄三 搗臼歌 世界初演N響「夏」'89

2012/07/04 サントリーホール 広上淳一 外山雄三 ノールショピング交響楽団のためのプレリュード
音楽とともに～外山雄三の世界～
トーク・ゲスト：池辺晋一郎
司会：壇ふみ

1961/11/29放送 杉並公会堂 外山雄三 外山雄三 ピアノ協奏曲 第1番 賀集裕子(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

2012/07/04 サントリーホール 広上淳一 外山雄三 ピアノ協奏曲 (1984) 中村紘子(pf.)
音楽とともに～外山雄三の世界～
トーク・ゲスト：池辺晋一郎
司会：壇ふみ

1966/03/06 世田谷区民会館 外山雄三 外山雄三 舞踊組曲「幽玄」

1966/09/17放送 不詳 岩城宏之 外山雄三 舞踊組曲「幽玄」 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1968/11/12 東京厚生年金会館 外山雄三 外山雄三 万華鏡
世界初演 現代日本の作品の夕べ―ヴァ
イオ リン協奏曲―

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー：八木節 ほっとコンサート2018

2011/02/16 サントリーホール
#1696
B

ノット、ジョナサン ドルマン フローズン・イン・タイム
グルービンガー、マルティン
(perc.)

日本初演

2018/05/18 NHKホール 1886C ヤルヴィ、パーヴォ トルミス 序曲 第2番


