
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1960/08/14放送 不詳 岩城宏之 矢代秋雄 チェロ協奏曲 堤剛(vlc.) 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 矢代秋雄 チェロ協奏曲 堤剛(vlc.) ワルシャワ

1960/10/07
Auditorium Foro
Italiano

岩城宏之 矢代秋雄 チェロ協奏曲 堤剛(vlc.) ローマ

1967/11/29 東京文化会館 森正 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 中村紘子(pf.)
N響委嘱演奏会初演
現代日本の作品の夕べ

1968/03/06 東京文化会館 #500 A 岩城宏之 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 中村紘子(pf.)

1977/04/08 NHKホール #718 C ギーレン、ミヒャエル 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 中村紘子(pf.)

1978/02/04 NHKホール 外山雄三 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 中村紘子(pf.)

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 中村紘子(pf.)

1982/03/26 NHKホール #866 C 外山雄三 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 中村紘子(pf.)

1958/10/19放送 不詳 岩城宏之 矢代秋雄 交響曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（５）」

1981/01/07 NHKホール 森正 八橋検校(唯是震一) 六段の調 中島靖子(箏) 第26回N響ゴールデンポップス

1981/02/12 NHKホール #833 A シュタイン、ホルスト ヤナーチェク 「利口なめぎつねの物語」組曲

2001/04/12 NHKホール
#1430
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヤナーチェク カンタータ「永遠の福音」
菅英三子(sop.)/シュトラーカー、ペー
ター(ten.)/二期会合唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋史

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

ヤナーチェク 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

1981/10/28 NHKホール #852 B チェッカート、アルド ヤナーチェク グラゴル・ミサ曲
ヴァラディ、ユリア(sop.)/伊原直子
(alt.)/小林一男(ten.)/勝部太(bs.)/
国立音楽大学(chor.)

合唱指導：佐藤公孝

2009/12/11 NHKホール
#1662
C

デュトワ、シャルル ヤナーチェク グラゴル・ミサ曲

ディーナー、メラニー(sop.)/シーコロ
ヴァー、ヤナ(alt.)/オニール、サイモ
ン(ten.)/ペトレンコ、ミハイル(bs.)/小
林英之(org.)/東京混声合唱団(chor.)

合唱指揮：松井慶太

1970/10/26 東京厚生年金会館 #547 B ウェラー、ワルター ヤナーチェク シンフォニエッタ

1973/12/14 NHKホール #618 B マタチッチ、ロヴロ･フォン ヤナーチェク シンフォニエッタ

1975/11/29 NHKホール #675 C マタチッチ、ロヴロ･フォン ヤナーチェク シンフォニエッタ 堤剛(vlc.)/奥邦夫(vla.)

1978/12/07 NHKホール #767 A ノイマン、ヴァーツラフ ヤナーチェク シンフォニエッタ

1987/03/25 NHKホール
#1018
B

岩城宏之 ヤナーチェク シンフォニエッタ

1993/06/23 NHKホール
#1207
B

メッツマッハー、インゴ ヤナーチェク シンフォニエッタ

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 ヤナーチェク シンフォニエッタ

2003/12/17 サントリーホール
#1504
B

アルブレヒト、マルク ヤナーチェク シンフォニエッタ

2012/01/13 NHKホール
#1718
C

エリシュカ、ラドミル ヤナーチェク シンフォニエッタ

2019/04/13 NHKホール 1909A フルシャ、ヤクブ ヤナーチェク シンフォニエッタ

1978/12/07 NHKホール #767 A ノイマン、ヴァーツラフ ヤナーチェク タラス・ブーリバ

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

ヤナーチェク タラス・ブーリバ

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

ヤナーチェク タラス・ブーリバ

1958/11/29 NHKホール(旧) 高田信一 山内忠 室内管弦楽のための3楽章 世界初演第27回音楽コンクール作曲部門

1962/11/05 日比谷公会堂 森正 山岸磨夫
管弦楽のためのアレグロ・カプリチオーゾとパッ
サカリア

世界初演

1986/03/05 NHKホール #985 A 秋山和慶 山田耕筰 音詩「暗い扉」

1982/03/10,11 NHKホール #865 A 外山雄三 山田耕筰 音詩「曼荼羅の華」

1986/03/07 NHKホール #986 C 秋山和慶 山田耕筰 音詩「曼荼羅の華」

1988/10/01 サントリーホール 外山雄三 山田耕筰 音詩「曼荼羅の華」
＜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

1955/03/22 NHKホール(旧)
山田耕作/エッシュバッ
ハー、ニクラウス

山田耕筰 わが庭のバラ
伊藤京子(sop.)/伊藤宣行(br.)/東京
放送合唱団(chor.)/東京藝術大学
(chor.)

NHK放送開始30周年記念NHK交響楽団
特別演奏会

1958/11/27放送 不詳 山田和男 山田耕筰 行進曲「皇太子殿下」 ＮＨＫラジオ「皇太子妃祝賀特集番組」

2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル 山根明季子 水玉コレクション No.06
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2010

1989/07/31 NHKホール 山本直純 山本直純 大河ドラマ「武田信玄」：テーマ曲 N響「夏」'89

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 山本正美（千住明） ねむの木のこもり歌
佐藤しのぶ(sop.)/中村紘子(pf.)/ＮＨ
Ｋ東京児童合唱団(chor.)

美智子皇后作詞
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

1976/07/03 NHKホール 森正 ヤング(若松正司) 八十日間世界一周
第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1996/10/28 サントリーホール 若杉弘 湯浅譲二
ヴァイオリン協奏曲 「イン・メモリー・オブ・武満
徹」

堀米ゆず子(vln.)
世界初演サントリー10周年記念フェスティ
バル公演

1997/06/28 サントリーホール 沼尻竜典 湯浅譲二
ヴァイオリン協奏曲 「イン・メモリー・オブ・武満
徹」

戸田弥生(vln.)

1997年第45回尾高賞受賞
MusicTomorrow1997
プレトーク(18:15～)：湯浅譲二/新実徳英/
沼尻竜典(司会)



1977/04/22 NHKホール #720 B ギーレン、ミヒャエル 湯浅譲二 オーケストラの時の時 世界初演

2001/05/03 東京オペラシティ タン、ドゥン 湯浅譲二
クロノプラスティク III ～スタシス とキネシスの間
で～

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2001プレトーク(14:20～)：
北爪道夫、湯浅譲二、Tan,Dun、白石美雪
(司会)

1972/11/15放送 不詳 岩城宏之 湯浅譲二 クロノプラスティック (1972) ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」

1973/03/08 東京文化会館 #598 A 岩城宏之 湯浅譲二 クロノプラスティック (1972) 1972年度第21回尾高賞受賞

1973/03/14 東京文化会館 #598 A 岩城宏之 湯浅譲二 クロノプラスティック (1972) 1972年度第21回尾高賞受賞

2001/01/27 NHKホール
#1426
C

メルクル、準 湯浅譲二 クロノプラスティックII (1999/2000)

1992/05/01 サントリーホール 外山雄三 湯浅譲二 始源への眼差 II
N響委嘱世界初演
MusicinFuture1992プレトーク(18:00～)：湯
浅譲二/西村朗/長木誠司(司会)

2003/07/09 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 湯浅譲二 内触覚的宇宙 第5番

2003年第51回尾高賞受賞日本『フィル
ハーモニー』創立45周年記念委嘱
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)

1983/02/11 NHKホール #893 C 岩城宏之 湯浅譲二 芭蕉の俳句による情景

1983/05/26
Gewandhaus zu
Leipzig

岩城宏之 湯浅譲二 芭蕉の俳句による情景 ライプツィヒ

1988/05/23 サントリーホール 外山雄三 湯浅譲二 啓かれた時 川崎和憲(vla.)

1988年第36回尾高賞受賞
MusicinFuture1988
プレトーク(18:00～)：湯浅譲二/西村朗/一
柳慧/船山隆(司会)

1981/01/07 NHKホール 森正 唯是震一 尺八と箏のための協奏曲第3番 唯是震一(箏)/山本邦山(尺八) 第26回N響ゴールデンポップス

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ユーマンス(岩井直溥) キャリオカ

池田幸広(tub.)/石川達也(perc.)/植
松透(perc.)/竹島悟史(perc.)/萱谷
亮一(perc.)/縄田喜久子(perc.)/宮
地良幸(perc.)/山下雅雄(perc.)

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

1990/07/04 サントリーホール 外山雄三 ユン オーケストラのための「コントゥーレン (輪郭)」
日本初演
MusicinFuture1990プレトーク(18:00～)：尹
伊桑/一柳慧/池辺晋一郎/船山隆(司会)

1959/10/24 NHKホール(旧) 高田信一 吉野一行 管弦楽のための3楽章
世界初演第28回音楽コンクール作曲部門
本選会

1982/03/24,25 NHKホール #867 B 外山雄三 吉松隆 朱鷺によせる哀歌

1989/09/13 NHKホール
#1090
B

尾高忠明 吉松隆 朱鷺によせる哀歌


