
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

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

1994/02/23 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

1994/02/23 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

1994/02/28 サントリーホール パータノストロ、ロベルト ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲 サントリーホール定期演奏会1993-VII

1994/02/28 サントリーホール パータノストロ、ロベルト パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 渡辺玲子(vln.) サントリーホール定期演奏会1993-VII

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

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

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

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

1995/08/19 サントリーホール パータノストロ、ロベルト ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 サントリーホール定期演奏会1995年III

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス ケウリス ムーヴメント

日本初演
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)

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)

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 藤家溪子 ギター協奏曲 第2番「恋すてふ」 山下和仁(guit.)

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)

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 西村朗 光と影の旋律

N響委嘱世界初演
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)

2003/06/25 サントリーホール
#1491
B

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

2003/06/25 サントリーホール
#1491
B

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

ダルベルト、ミシェル(pf.) オール・モーツァルト・プログラム

2003/06/25 サントリーホール
#1491
B

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

2003/07/03 NHKホール
#1492
A

バーメルト、マティアス グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

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.)

2003/07/03 NHKホール
#1492
A

バーメルト、マティアス プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter / 第3番 作品101：モンタ
ギュー家とキャピュレット家 / 朝 のセレナード /
少女ジュリエット
/ 情景 / 朝の踊り/ 仮面 / 踊り/ タイボルトの
死 / ロメオとジュリ エットの別れ /ジュリエットの
墓 の前のロメオ /ジュリエットの死

バーメルトによる抜粋(組曲第1番/第2番/
第3番から)プログラムの曲目解説によると
「バーメルトによる今日の演奏は、この組
曲版から自由に抜粋したものである」

2003/07/09 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 新実徳英 ヴァイオリン協奏曲 「カントゥス・ヴィターリス」 竹澤恭子(vln.)

N響委嘱世界初演
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)

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)

2003/07/09 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 権代敦彦
愛の儀式―構造と技法― 作品
70

宮田まゆみ(笙)
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)

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)

2003/12/23 NHKホール バーメルト、マティアス ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

澤畑恵美(sop.)/藤村実穂子(alt.)/市
原多朗(ten.)/石野繁生(br.)/国立音
楽大学(chor.)

合唱指揮：田中信昭/永井宏

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

2005/11/12 NHKホール
#1553
A

バーメルト、マティアス ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
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

2005/11/18 NHKホール
#1554
C

バーメルト、マティアス ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

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

2005/11/18 NHKホール
#1554
C

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

クーパー、イモジェン(pf.)
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した

2005/11/18 NHKホール
#1554
C

バーメルト、マティアス ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調
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

2007/04/07 NHKホール
#1592
A

バーメルト、マティアス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第55番 変ホ長調
Hob.I-55  「校長先生」

2007/04/07 NHKホール
#1592
A

バーメルト、マティアス プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

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

2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス ブラームス 悲劇的序曲 作品81

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.)

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.)



2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス ブラームス(シェーンベルク) ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25

1993/10/16 NHKホール
#1211
C

ハウシルト、ヴォルフ･
ディーター

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

1993/10/16 NHKホール
#1211
C

ハウシルト、ヴォルフ･
ディーター

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1961/10/11 東京文化会館 バジーレ、アルトゥール プッチーニ 歌劇「トスカ」

テバルディ、レナータ(トスカ)/
ポッジ、ジャンニ(カヴァラドッシ)
/ロ・フォレーゼ、アンジェロ(カヴァラ
ドッシ)/グエルフィ、ジャン・ジャコモ
(スカルピア男爵)/プロッティ、アルド
(スカルピア男爵)/パリューカ、シル
ヴァーノ(アンジェロッティ)/ラ・ポル
タ、アルトゥーロ(教会の番人&シャ
ローネ&看守)/オネスティ、ジョルジョ
(教会の番人&シャローネ&看守)/ピ
リーノ、アントニオ(スポレッタ)/栗本
尊子(羊飼いの少年)/東京放送合唱
団(chor.)/二期会(chor.)/藤原歌劇
団合唱部(chor.)/東京コラリアーズ
(chor.)

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
振付：ロイ・トバイアス/島田広
振付補佐：関口長世
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ラーリ
補助指揮：福永陽一郎/外山雄三
/若杉弘
協演：三期会
美術：チェーザレ・マリオ・クリスティーニ

1961/10/03 東京文化会館
バジーレ、アルトゥール/モ
レルリ、ジュゼッペ

ヴェルディ 歌劇「リゴレット」

ポッジ、ジャンニ(マントヴァ公爵)/プ
ロッティ、アルド(リゴレット)/ドラー
ツィ、アッティリオ(リゴレット)/トゥッ
チ、ガブリエルラ(ジルダ)/ワシント
ン、パオロ(スパラフチレ)/ディ・スタ
ジオ、アンナ(マッダレーナ)/ピーニ、
アマリア(ジョヴァンナ)/パリューカ、
シルヴァーノ(モンテローネ伯爵)/ラ・
ポルタ、アルトゥーロ(マルーロ)/チェ
ザリーニ、アトス(ボルサ)/オネス
ティ、ジョルジョ(チェプラーノ伯爵)/
松内和子(公爵夫人の小姓)/坂本博
士(衛兵)/二期会(chor.)/藤原歌劇団
合唱部(chor.)/東京コラリアーズ
(chor.)

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

1961/10/24 東京文化会館 バジーレ、アルトゥーロ ヴェルディ 歌劇「ドン・カルロ」：むごい運命よ シミオナート、ジュリエッタ(mez-sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/10/24 東京文化会館 バジーレ、アルトゥーロ カプア オー・ソレ・ミオ デル・モナコ、マリオ(ten.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

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

ワシントン、パオロ(bs.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

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

1961/11/01
フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

ヴェルディ 歌劇「ドン・カルロ」：むごい運命よ シミオナート、ジュリエッタ(mez-sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/11/01
フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に トゥッチ、ガブリエルラ(sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/11/01
フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

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

1961/11/01
フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

ヴェルディ 歌劇「運命の力」：神よ、平和を与えたまえ エレディア、レナータ(sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

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

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.）

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

1970/09/15 東京文化会館 バルシャイ、ルドルフ グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

1970/09/15 東京文化会館 バルシャイ、ルドルフ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

リヒテル、スヴャトラフ(pf.)

1970/09/15 東京文化会館 バルシャイ、ルドルフ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

リヒテル、スヴャトラフ(pf.)

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

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

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

2003/09/04 NHKホール
#1493
A

阪哲朗 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

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.)

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」

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

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.)

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」

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」

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

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

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」



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

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

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

中村紘子(pf.)

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

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

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

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

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

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

ヴォルジシェク シンフォニア ニ長調

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

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

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

マルティヌー 交響曲 第4番

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

ノヴァーク
交響詩「永遠のあこがれ」 作品
33

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

ブロデク フルート協奏曲 ニ長調 小出信也(fl.)

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

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

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

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

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.)

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

1987/06/19 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1987/06/19 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ヴィニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 作品14 五嶋みどり(vln.)

1987/06/19 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

1987/06/20 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1987/06/20 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ヴィニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 作品14 五嶋みどり(vln.)

1987/06/20 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

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

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.)

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

1987/07/02 NHKホール
#1027
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

合唱指導：佐藤公孝

1993/06/12 NHKホール
#1205
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1993/06/12 NHKホール
#1205
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 アックス、エマニュエル(pf.)

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

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.)

1993/06/17 NHKホール
#1206
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 クーレン、イザベル・ファン(vln.)

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

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

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.)

1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

フランク 交響曲 ニ短調

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」

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー 交響曲 第10番

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

1994/12/22 NHKホール
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/ルンケル、ラインヒ
ルト(alt.)/市原多朗(ten.)
/ゾーティン、ハンス(br.)/国立音楽
大学(chor.)

1997/01/17 NHKホール
#1310
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

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

1997/01/23 NHKホール
#1311
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

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.)

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



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

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

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」

2010/02/12 NHKホール
#1668
C

ビシュコフ、セミョーン ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死

2010/02/12 NHKホール
#1668
C

ビシュコフ、セミョーン マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2010/02/17 サントリーホール
#1669
B

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

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

2013/04/19 NHKホール
#1752
C

ビシュコフ、セミョーン ヴェルディ レクイエム

ポプラフスカヤ、マリナ(sop.)/ラチ
ヴェリシュヴィリ、アニタ(alt.)/ピタス、
ディミトリ(ten.)/ヴォロビエフ、ユーリ
(bs.)/新国立劇場合唱団(chor.)

～ヴェルディ生誕200年～
合唱指揮：三澤洋史

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

2013/04/24 サントリーホール
#1753
B

ビシュコフ、セミョーン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

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」

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

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

ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

徳永二男(vln.)/徳永健一郎
(vlc.)

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

1977/11/16 NHKホール #734 A
ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

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

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

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1977/11/18 NHKホール #735 B
ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

1977/11/18 NHKホール #735 B
ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

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

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

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

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

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

ピッツィーニ 交響詩「ピエモンテにて」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

ピッツィーニ 弦楽のためのサラバンド NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 6つのメヌエットK.599
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 6つのドイツ舞曲 K.600
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～訣別の響き～

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

本荘玲子(celesta)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 5つのコントル・ダンス K.609
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 6つのレントラー舞曲 K.606
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

田崎悦子(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～訣別の響き～

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

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

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.) オーチャード定期第38回

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

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

オーチャード定期第38回

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

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

オーチャード定期第38回

1991/02/08 NHKホール
#1133
C

広上淳一 和田薫 オーケストラのための3つの断章

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.)

1991/02/08 NHKホール
#1133
C

広上淳一 マーラー 交響曲 第4番 ト長調 三縄みどり(sop.)

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 ラヴェル 古風なメヌエット

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

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

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第2番 作品55

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



2001/09/19 サントリーホール
#1441
B

広上淳一 エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 ボルケス、クラウディオ(vlc.)
当初ヤノーシュ・シュタルケルがチェロ独
奏予定だったが、クラウディオ・ボルケスに
変更。

2001/09/19 サントリーホール
#1441
B

広上淳一 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2003/11/07 NHKホール
#1499
C

広上淳一 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 ベルキン、ボリス(vln.)

2003/11/07 NHKホール
#1499
C

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

2005/12/24 NHKホール
#1558
A

広上淳一 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2
釜洞祐子(sop.)/佐野成宏(ten.)/久
保和範(br.)/東京音楽大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/篠崎義昭/阿部純/
船橋洋介

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～

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～

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

2010/01/20 サントリーホール
#1666
B

広上淳一 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 堀米ゆず子(vln.)
ヴィヴィアン・ハーグナー(vln.)は本人の健
康上の理由により来日できなくなったた
め、出演者変更

2010/01/20 サントリーホール
#1666
B

広上淳一 プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131

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.)

2012/05/18 NHKホール
#1728
C

広上淳一 バーバー 弦楽のためのアダージョ

2012/05/18 NHKホール
#1728
C

広上淳一 バーンスタイン 交響曲 第1番 「エレミア」 フレンケル、ラヘル(mez.sop.)

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

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

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

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

2014/05/28 サントリーホール
#1783
B

広上淳一 マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ローザ、フェオラ（sop.）

2015/09/11 NHKホール
#1814
C

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

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

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 ウィリアムズ、ジョン スーパーマン・マーチ ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 伊福部昭 SF交響ファンタジー 第1番から ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 グレイ、バリー
「サンダーバード」：オープニング / トレーシー島
/ サンダーバード・マーチ

ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 服部隆之 大河ドラマ「真田丸」テーマ音楽 服部百音(vln.) ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 ワックスマン カルメン幻想曲 服部百音(vln.) ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 久石譲 「千と千尋の神隠し」：あの夏へ 小林愛実(pf.) ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 久石譲 「魔女の宅急便」：海の見える街 小林愛実(pf.) ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 冬木透 交響詩「ウルトラセブン」から ほっとコンサート2016

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

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

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

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ホープ、ダニエル(vln.) 第1回 水曜 夜のクラシック

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1回 水曜 夜のクラシック

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 グリーグ 2つの悲しき旋律から「過ぎにし春」 第1回 水曜 夜のクラシック

2018/01/12 NHKホール 1876C 広上淳一 バーンスタイン スラヴァ！（政治的序曲）

2018/01/12 NHKホール 1876C 広上淳一 バーンスタイン セレナード（プラトンの「饗宴」による） 五嶋龍(vln.)

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

2018/11/24 NHKホール 1899A 広上淳一 バーバー シェリーによる一場面のための音楽 作品7

2018/11/24 NHKホール 1899A 広上淳一 コープランド オルガンと管弦楽のための交響曲 鈴木優人(org.)

2018/11/24 NHKホール 1899A 広上淳一 アイヴス 交響曲 第2番

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲 N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

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

N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

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

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～

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン グリーグ
ペールギュント「ペール・ギュント」組曲 第1番 作
品46：山の王の宮殿で

N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

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

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIブダペスト―東西の回廊



1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIブダペスト―東西の回廊

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム ブラームス ハンガリー舞曲：第5番
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIブダペスト―東西の回廊

1991/01/11 NHKホール
#1130
C

フィッシャー、アダム ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1991/01/11 NHKホール
#1130
C

フィッシャー、アダム パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 渡辺玲子(vln.)

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」

1991/01/17 NHKホール
#1131
A

フィッシャー、アダム バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19 東京混声合唱団(chor.)

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.)

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

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
オラトリオ「トビアの帰還」 Hob.XXI-1：一瞬にし
て消え失 せるもの

二期会(chor.) 合唱指導：三澤洋史

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ マドリガル「嵐」Hob.XXIVa-8 二期会(chor.) 合唱指導：三澤洋史

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第97番 ハ長調 Hob.I-97

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム コダーイ ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム コダーイ ハンガリーの詩編 作品13 近藤伸政(ten.)/二期会(chor.) 合唱指導：三澤洋史

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.)

1997/03/01 NHKホール
#1316
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ベートーヴェン ロマンス 第1番 ト長調 作品40 山口裕之(vln.)
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～

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～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50 篠崎史紀(vln.)
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～

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

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～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ブラームス(フィッシャー) ハンガリー舞曲：第4番、第5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～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン バルトーク ルーマニア民俗舞曲
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～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン エネスコ ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11
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～

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～

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン リゲティ アトモスフェール

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番 パウク、ジェルジ(vln.)

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン バルトーク ラプソディ 第1番 パウク、ジェルジ(vln.)

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

2000/01/26 サントリーホール
#1398
B

フィッシャー、イヴァン マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス(フィッシャー) ハンガリー舞曲：第11番 / 第4番

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス(ドヴォルザーク) ハンガリー舞曲：第21番
ドヴォルザークの管弦楽編曲にI.フィッ
シャーが手を入れたヴァージョンが演奏さ
れた

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

エーネス、ジェームズ(vln.)/ペレー
ニ、ミクローシュ(vlc.)

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

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)

1995/05/30 サントリーホール ブーレーズ、ピエール バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19 晋友会合唱団(chor.) ピエール・ブーレーズ・フェスティバル

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

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

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

2013/05/17 NHKホール
#1755
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：序曲 / ダッタ ン人の踊り

2015/04/17 NHKホール
#1806
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ラフマニノフ ヴォカリーズ

2015/04/17 NHKホール
#1806
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

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

2015/04/17 NHKホール
#1806
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

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.）

2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

グラズノフ バレエ音楽「四季」 作品67から「秋」



2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ハチャトゥリアン
バレエ組曲「ガイーヌ」 第1番 / 第3番：剣の舞 /
ばらの少女たちの踊り/ 子守歌 / レズギンカ舞
曲

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

2017/05/19 NHKホール
#1861
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

グリンカ 幻想曲「カマリンスカヤ」

2017/05/19 NHKホール
#1861
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

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

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

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

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

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

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

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

グリンカ バレエ組曲「ガイーヌ」：レスギンカ舞曲 第2回 水曜 夜のクラシック

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

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

1984/04/13 NHKホール #928 C フォスター、ローレンス フランク 交響的変奏曲 田崎悦子(pf.)

1984/04/13 NHKホール #928 C フォスター、ローレンス プロコフィエフ

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

1984/04/18 NHKホール #929 A フォスター、ローレンス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第99番 変ホ長調
Hob.I-99

1984/04/18 NHKホール #929 A フォスター、ローレンス ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 シェリング、ヘンリク(vln.)

1991/06/14 NHKホール
#1145
C

フォスター、ローレンス ウォルトン ヴァイオリン協奏曲 竹澤恭子(vln.)

1991/06/14 NHKホール
#1145
C

フォスター、ローレンス ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1991/06/20 NHKホール
#1146
A

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

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」

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

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

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス ラヴェル チガーヌ リン、チョーリャン(vln.)

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

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

1995/04/13 NHKホール
#1259
A

フォスター、ローレンス ブリテン イリュミナシオン 作品18 ヘンドリックス、バーバラ(sop.)

1995/04/13 NHKホール
#1259
A

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

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.)

1995/04/20 NHKホール
#1260
B

フォスター、ローレンス エネスコ 交響曲 第1番 変ホ長調 作品13

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス ラロ 歌劇「イスの王様」：序曲

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.)

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

猪俣猛(drums)

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス コープランド サロン・メキシコ

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

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

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

2007/05/11 NHKホール
#1594
C

フォスター、ローレンス ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

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

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス エネスコ ルーマニア狂詩曲 第2番 ニ長調 作品11 東京文化会館公演

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

小菅優(pf.) 東京文化会館公演

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

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

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

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

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

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

Ｎ響「夏」2014

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

Ｎ響「夏」2014

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

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

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

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



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

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.)

1982/09/16 NHKホール #877 A フムーラ、ガブリエル ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 今井信子(vla.)

1982/09/24 NHKホール #878 C フムーラ、ガブリエル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

1982/09/24 NHKホール #878 C フムーラ、ガブリエル イベール フルート協奏曲 ゴールウェイ、ジェームズ(fl.)

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

1982/09/29 NHKホール #879 B フムーラ、ガブリエル ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ウーギ、ウート(vln.)

1982/09/29 NHKホール #879 B フムーラ、ガブリエル バルトーク オーケストラのための協奏曲

1992/05/14 NHKホール
#1173
A

フムーラ、ガブリエル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第3番 ト長調 Hob.I-3

1992/05/14 NHKホール
#1173
A

フムーラ、ガブリエル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 フカチョヴァー、ミカエラ(vlc.)

1992/05/14 NHKホール
#1173
A

フムーラ、ガブリエル ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調 (ノヴァーク版)

1992/05/20 NHKホール
#1174
B

フムーラ、ガブリエル ハルトマン 交響曲 第6番

1992/05/20 NHKホール
#1174
B

フムーラ、ガブリエル ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 オイストラフ、イーゴリ(vln.)

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 レーピン、ヴァディム(vln.)

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」

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19 ゼルキン、ピーター(pf.)

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

プラッソン、ミシェル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

プラッソン、ミシェル イベール フルート協奏曲 グラフェナウアー、イレナ(fl.)

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

プラッソン、ミシェル オネゲル 交響曲 第3番 「礼拝」

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

2019/04/13 NHKホール 1909A フルシャ、ヤクブ ベルリオーズ 叙情的情景「クレオパトラの死」 ジャンス、ヴェロニク(sop.)

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

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

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

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

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

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)

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

1963/01/09 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ファリャ バレエ組曲「三角帽子」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

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.)

1963/01/18 東京文化会館 #435 フルネ、ジャン フランク 交響曲 ニ短調

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)

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)

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)

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)

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)

1963/01/29
武蔵野音楽大学
ベートーヴェンホー
ル

フルネ、ジャン フォーレ レクイエム 作品48
古沢淑子(sop.)/モルナール、ヨーゼ
フ(br.)/島田麗子(org.)/東京混声合
唱団(chor.)

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

1965/11/27 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

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

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

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｣

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

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」



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

ランスロ、ジャック(cl.)

1965/12/16 東京文化会館 フルネ、ジャン ドビュッシー 夜想曲

1965/12/16 東京文化会館 フルネ、ジャン イベール 寄港地

1969/09/24 東京文化会館 #528 A フルネ、ジャン ピエルネ
「シダリーズと牧羊神」組曲 第1番：牧羊神の学
校 / パンの笛のけいこ/ 幼い水の精の行進

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.)

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

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

1969/10/07 神奈川県立音楽堂 フルネ、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1969/10/15 東京文化会館 #529 B フルネ、ジャン ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 白神定典(vla.)

1969/10/15 東京文化会館 #529 B フルネ、ジャン プーランク バレエ組曲「牝鹿」

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」

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」

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」

1970/01/24放送 東京厚生年金会館 フルネ、ジャン ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年9月29日の録音？

1970/01/24放送 神奈川県立音楽堂 フルネ、ジャン フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年10月7日の録音？

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

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

1974/10/30 NHKホール #642 B フルネ、ジャン プーランク オルガン、弦楽器、ティンパニのための協奏曲 島田麗子(org.)

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

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.)

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

1990/06/07 NHKホール
#1115
A

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

横川晴児(cl.)

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」

1990/06/13 NHKホール
#1116
B

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

1990/06/13 NHKホール
#1116
B

フルネ、ジャン ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

1990/06/13 NHKホール
#1116
B

フルネ、ジャン フォーレ レクイエム 作品48
佐藤しのぶ(sop.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：長井則文

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A. レ・プティ・リアン K.Anh.10

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「テッサーリアの民よ―
不滅の神、わ たしは求めぬ」 K.316

山田綾子(sop.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン ラロ 歌劇「イスの王様」：序曲

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.)

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン ラヴェル ボレロ

1991/09/12 NHKホール
#1149
A

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

1991/09/12 NHKホール
#1149
A

フルネ、ジャン プロコフィエフ
チェロと管弦楽のための交響的協奏曲 ホ短調
作品125

ゲリンカス、ダーヴィド(vlc.)

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

1991/09/18 NHKホール
#1150
B

フルネ、ジャン メンデルスゾーン 序曲「ルイ・ブラス」 作品95

1991/09/18 NHKホール
#1150
B

フルネ、ジャン ヒンデミット 交響的舞曲



1991/09/18 NHKホール
#1150
B

フルネ、ジャン ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

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

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

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

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン ボアエルデュー 歌劇「白衣の婦人」：序曲

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

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

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

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」

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.)

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

1993/02/24 NHKホール
#1195
B

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

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」

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

1993/02/24 NHKホール
#1195
B

フルネ、ジャン ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

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.)

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

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

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

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

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

プレヴィン、アンドレ ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

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

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

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

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

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

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

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

プレヴィン、アンドレ(pf.)

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

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

1998/05/14 NHKホール
#1353
A

プレヴィン、アンドレ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

1998/05/14 NHKホール
#1353
A

プレヴィン、アンドレ ベートーヴェン(ミトロプロス) 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131

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)

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

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

アレキサンダー、ロバータ(sop.)
/プレヴィン、アンドレ(pf.)

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

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

1999/05/13 NHKホール
#1379
A

プレヴィン、アンドレ ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1999/05/13 NHKホール
#1379
A

プレヴィン、アンドレ ブリテン 春の交響曲 作品44

グリーナヴァルト、シェリー(sop.)/ア
レキサンダー、ロバータ(mez.sop.)/
グリフィー、アンソニー(ten.)/東京少
年少女合唱隊(boyschor.)/東京芸術
大学(chor.)

合唱指導：長谷川冴子(東京少年少女合
唱隊)/田中信昭(東京芸術大学)

1999/05/19 サントリーホール
#1380
B

プレヴィン、アンドレ プレヴィン ハニー・アンド・ルー
プレヴィン、アンドレ(pf.)/大坂昌彦
(drums)/佐瀬正(bass)

詩：トニ・モリスン

1999/05/19 サントリーホール
#1380
B

プレヴィン、アンドレ プレヴィン ヴォカリーズ ブラックウェル、ハロリン(sop.)

1999/05/19 サントリーホール
#1380
B

プレヴィン、アンドレ ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲 第5番 ニ短調

1999/05/29 NHKホール
#1381
C

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

1999/05/29 NHKホール
#1381
C

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

1999/05/29 NHKホール
#1381
C

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

2007/09/08 NHKホール
#1598
A

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

2007/09/08 NHKホール
#1598
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

プレヴィン､アンドレ(pf.)

2007/09/08 NHKホール
#1598
A

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



2007/09/14 NHKホール
#1599
C

プレヴィン、アンドレ ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

2007/09/14 NHKホール
#1599
C

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

2007/09/14 NHKホール
#1599
C

プレヴィン、アンドレ ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

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)

2007/09/19 サントリーホール
#1600
B

プレヴィン、アンドレ コープランド バレエ組曲「アパラチアの春」

2007/09/19 サントリーホール
#1600
B

プレヴィン、アンドレ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2009/10/17 NHKホール
#1655
A

プレヴィン、アンドレ リーム 厳粛な歌 (1996)

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.)

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

2009/10/23 NHKホール
#1656
C

プレヴィン、アンドレ プレヴィン オウルズ (2008) 日本初演

2009/10/23 NHKホール
#1656
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

池場文美(pf.)

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

2009/10/28 サントリーホール
#1657
B

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

2009/10/28 サントリーホール
#1657
B

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

2009/10/28 サントリーホール
#1657
B

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

2010/11/06 NHKホール プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 NHK音楽祭2010

2010/11/06 NHKホール プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 NHK音楽祭2010

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

2010/11/13 NHKホール
#1685
A

プレヴィン、アンドレ ガーシュウィン コンチェルト・イン・F プレヴィン､アンドレ(pf.)

2010/11/13 NHKホール
#1685
A

プレヴィン、アンドレ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

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 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア

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

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 エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 ミュラー・ショット、ダニエル(vlc.)

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 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

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.)

2011/10/26 サントリーホール
#1711
B

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

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」

2012/09/15 NHKホール
#1733
A

プレヴィン、アンドレ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2012/09/26 サントリーホール
#1735
B

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

2012/09/26 サントリーホール
#1735
B

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

2012/09/26 サントリーホール
#1735
B

プレヴィン、アンドレ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

1967/05/10 東京文化会館 #486 A フレッチャ、マッシモ ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲

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

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

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

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)

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)

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

1967/05/27 東京文化会館 #487 B フレッチャ、マッシモ フランク 交響曲 ニ短調

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

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

1993/03/06 NHKホール
#1196
C

フロール、クラウス･ペー
ター

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1993/03/06 NHKホール
#1196
C

フロール、クラウス･ペー
ター

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

堀正文(vln.)

1993/03/06 NHKホール
#1196
C

フロール、クラウス･ペー
ター

ベートーヴェン ミサ曲 ハ長調 作品86
平松英子(sop.)/野村陽子(alt.)
/吉田浩之(ten.)/大島幾雄(bs.)/日
本プロ合唱団連合(chor.)

1993/03/11 NHKホール
#1197
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Hob.VIIb-1

ハーゲン、クレメンス(vlc.)

1993/03/11 NHKホール
#1197
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1993/03/24 NHKホール
#1198
B

フロール、クラウス･ペー
ター

メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」



1993/03/24 NHKホール
#1198
B

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ウセー、セシル(pf.)

1996/11/14 NHKホール
#1305
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1996/11/14 NHKホール
#1305
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 アッカルド、サルヴァトーレ(vln.)

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

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 マイヤース、アン・アキコ(vln.)

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

2002/06/24 NHKホール
フロール、クラウス･ペー
ター

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

2002/06/24 NHKホール
フロール、クラウス･ペー
ター

バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 五嶋みどり(vln.)

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.)

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

ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

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.)

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」

1981/11/19 NHKホール #854 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

1981/11/19 NHKホール #854 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 石川静(vln.)

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

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

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

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1983/11/04 日生劇場
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲
日生劇場開場20周年記念特別公演・ワー
グナー没後100年記念演奏会

1983/11/04 日生劇場
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：第2幕

ヴェンコフ、スパス(トリスタン)/ビョー
ナー、イングリッド(イゾルデ)/佐藤征
一郎(国王マルケ)/田中淑恵(ブラン
ゲーネ)/宮原昭吾(メロート)

日生劇場開場20周年記念特別公演・ワー
グナー没後100年記念演奏会

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト
歌劇「タンホイザー」：エリーザベトの祈り「マリア
様、願いをお聞きください」

ビョーナー、イングリッド(sop.)

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：おごそかなこの広間よ ビョーナー、イングリッド(sop.)

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト
歌劇「タンホイザー」：いかなる悔悟者も感じたこ
とがないほどの情熱を旨に (ローマ語り)

ヴェンコフ、スパス(ten.)

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト
楽劇「トリスタンとイゾルデ」：愛 の夜よ、とばりを
降ろせ

ビョーナー、イングリッド(sop.)/ヴェン
コフ、スパス(ten.)/田中淑恵
(mez.sop.)

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

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

ウェーバー 序曲「霊界の支配者」 作品27

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」

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

1983/11/18 NHKホール #915 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

中村紘子(pf.)

1983/11/18 NHKホール #915 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

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

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1985/12/11 NHKホール #977 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バッハ、J.S. マニフィカト ニ長調 BWV243

白石敬子(sop.)/名古屋木実(sop.)/
志村年子(mez.sop.)/佐々木正利
(ten.)/高橋啓三(bs.)国立音楽大学
(chor.)

1985/12/11 NHKホール #977 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ノ
ヴァーク版)

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

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

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

1985/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」

1985/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

片岡啓子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/池田直樹
(br.)/国立音楽大学(chor.)

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

1986/10/08 NHKホール
#1001
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1986/10/17 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
ミサ曲 第7番 ハ長調 Hob.XXII-9 「戦時のミサ
曲」

大倉由紀枝(sop.)/辻宥子(alt.)
/黒田晋也(ten.)/勝部太(bs.)/
東京音楽大学(chor.)

合唱指導：篠崎義昭



1986/10/17 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1986/10/18 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1986/10/22 NHKホール
#1003
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

ヴェレット、イレーナ(pf.)

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

1988/10/07,08 NHKホール
#1061
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ブレンデル、アルフレート(pf.)

1988/10/07,08 NHKホール
#1061
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン 交響曲 第4番 作品29 「不滅」

1988/10/13 NHKホール
#1062
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1988/10/13 NHKホール
#1062
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ短調 K.427
釜洞祐子(sop.)/永井和子(sop.)/
佐々木正利(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/
国立音楽大学(chor.)

1988/10/19 NHKホール
#1063
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バッハ、J.S. 組曲 第4番 ニ長調 BWV1069

1988/10/19 NHKホール
#1063
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ピアノ協奏曲 第2番 オールソン、ギャリック(pf.)

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

1990/04/06 NHKホール
#1109
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

1990/04/06 NHKホール
#1109
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

藤川真弓(vln.)

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」

1990/04/12 NHKホール
#1110
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ハース版)

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」

1990/04/18 NHKホール
#1111
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

オルフ カルミナ・ブラーナ
釜洞祐子(sop.)/篠崎義昭(ten.)/大
島幾雄(br.)/東京藝術大学(chor.)/
東京放送児童合唱団(chor.)

合唱指導：田中信昭/古橋富士夫

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～

1990/04/24 サントリーホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ラーション クラリネット小協奏曲 作品45-3 横川晴児(cl.)

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

1990/04/24 サントリーホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

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

1991/03/08 NHKホール
#1136
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルワルド 交響曲 第4番 変ホ長調

1991/03/08 NHKホール
#1136
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

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

1991/03/14 NHKホール
#1137
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 田崎悦子(pf.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、出演者変更当初の予定はピアノ独奏
がゾルターン・コチシュZoltánKocsisであっ
たが、田崎悦子に変更

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

1991/03/20 NHKホール
#1138
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 弦楽と金管のための演奏会用 音楽 作品50

1991/03/20 NHKホール
#1138
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット シュヴァーネンドレーヤー
ウォルター、ジェラルディーン
(vla.)

1991/03/20 NHKホール
#1138
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

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｣

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー
最後の七つの歌：死んだ鼓手 /
少年鼓手

ヴァイクル、ベルント(br.)

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

ヴァイクル、ベルント(br.)

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

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

1992/11/05 NHKホール
#1185
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調
K.453

ピレス、マリア・ジョアン(pf.)

1992/11/05 NHKホール
#1185
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1992/11/11 NHKホール
#1186
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

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」

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40

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」



1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ピアノ協奏曲 第1番 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

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

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 交響的舞曲 作品64

1994/01/21 NHKホール
#1221
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

1994/01/21 NHKホール
#1221
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1994/01/27 NHKホール
#1222
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

アダムス、ジョン 包帯係 シルヴァン、サンフォード(br.)

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

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

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

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

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

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

プーランク 朝の歌 ロジェ、パスカル(pf.)

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 交響曲「世界の調和」 ヒンデミット生誕100年

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

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

プーランク 朝の歌 ロジェ、パスカル(pf.)

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 交響曲「世界の調和」 ヒンデミット生誕100年

1996/09/07 NHKホール
#1298
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1996/09/07 NHKホール
#1298
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 グード、リチャード(pf.)

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
行進曲 ヘ長調「ボヘミア国防軍のために」
WoO.18

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット
シンフォニア・セレーナ：ベー トーヴェンによる速
い行進曲

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1996/09/18 NHKホール
#1300
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 コワセヴィチ、スティーヴン(pf.)

1996/09/18 NHKホール
#1300
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

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

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

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

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (1873年稿ノヴァーク版)

1998/10/08 NHKホール #1362
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バッハ、J.S. ミサ曲 ロ短調 BWV232

菅英三子(sop.)/ダンツ、インゲボル
ク(alt.)/吉田浩之(ten.)/妻屋秀和
(bs.)/スウェーデン放送合唱団
(chor.)

首席指揮者：トヌ・カリユステTõnuKaljuste

1998/10/14 サントリーホール
#1363
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
ノットゥルノ 第1番 ハ長調
Hob.II-31

1998/10/14 サントリーホール
#1363
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルク ヴァイオリン協奏曲 ツェートマイアー、トーマス(vln.)

1998/10/14 サントリーホール
#1363
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン 交響曲 第3番 作品27 「広がり」 松田昌恵(sop.)/三原剛(ten.)

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

2001/04/12 NHKホール
#1430
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー ミサ曲 第3番 ヘ短調

菅英三子(sop.)/加納悦子(alt.)
/シュトラーカー、ペーター(ten.)
/スネル、マーティン(bs.)/二期会合
唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋史

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

ゲーゼ 序曲「オシアンの余韻」 作品1

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.)

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

ニルセン 交響曲 第5番 作品50

2001/04/28 NHKホール
#1432
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第86番 ニ長調 Hob.I-86

2001/04/28 NHKホール
#1432
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第4番 ト長調 中嶋彰子(sop.)

2003/02/06 NHKホール
#1481
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン 序曲「ヘリオス」 作品17

2003/02/06 NHKホール
#1481
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

クーパー、イモジェン(pf.)

2003/02/06 NHKホール
#1481
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2003/02/12 サントリーホール
#1482
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

2003/02/12 サントリーホール
#1482
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第24番 変ロ長調 K.182

2003/02/12 サントリーホール
#1482
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン 交響曲 第6番 「シンフォニア・センプリーチェ」



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

2003/02/21 NHKホール
#1483
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン クラリネット協奏曲 作品57 磯部周平(cl.)

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

2006/01/28 NHKホール
#1559
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 テツラフ、クリスティアン(vln.)

2006/01/28 NHKホール
#1559
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2006/02/03 NHKホール
#1560
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338

2006/02/03 NHKホール
#1560
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ短調 K.427
幸田浩子(sop.)/半田美和子(sop.)/
福井敬(ten.)/河野克典(br.)/国立音
楽大学(chor.)

2006/02/08 サントリーホール
#1561
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

フォークト、ラルス(pf.)

2006/02/08 サントリーホール
#1561
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (1873年稿ノヴァーク版)

2008/01/12 NHKホール
#1610
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/01/12 NHKホール
#1611
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」
(1878/80年稿ノヴァーク 版)

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

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

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

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

2008/01/23 サントリーホール
#1612
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー さすらう若者の歌
ゲルハーヘル・クリスティアン
(br.)

2008/01/23 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

2010/04/10 NHKホール
#1670
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 マーラー生誕150周年

2010/04/16 NHKホール
#1671
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

2010/04/16 NHKホール
#1671
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2010/04/21 サントリーホール
#1672
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

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

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」

2011/09/16 NHKホール
#1707
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

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

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」

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

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

2013/09/11 サントリーホール
#1760
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 大学祝典序曲 作品80

2013/09/11 サントリーホール
#1760
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2013/09/11 サントリーホール
#1760
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2013/09/21 NHKホール
#1761
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2013/09/21 NHKホール
#1761
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2013/09/27 NHKホール
#1762
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

2013/09/27 NHKホール
#1762
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2014/09/10 NHKホール
#1787
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

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

2014/09/19 NHKホール
#1788
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

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

2014/09/27 NHKホール
#1789
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

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」

2015/09/16 サントリーホール
#1815
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

2015/09/16 サントリーホール
#1815
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2015/09/26 NHKホール
#1816
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2015/09/26 NHKホール
#1816
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 フェルナー、ティル(pf.)

2016/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

シャトゥロヴァ、シモーナ(sop.)/クー
ルマン、エリーザベト(alt.)/プリエト、
ホエル(ten.)/ジョンミン､パク(bs.)/東
京オペラシンガーズ(chor.)

2018/04/14 NHKホール 1882A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルワルド 交響曲 第3番 ハ長調 「風変わりな交響曲」



2018/04/14 NHKホール 1882A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2018/04/20 NHKホール 1883C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ピレシュ、マリア・ジョアン(pf.)

2018/04/20 NHKホール 1883C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

2018/04/25 サントリーホール 1884B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2018/04/25 サントリーホール 1884B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

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

モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

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

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調

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

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

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

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

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

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

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

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

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

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

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

ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲

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.)

2019/11/16 NHKホール 1925A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

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

モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

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

モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ短調 K.427

ランツハマー、クリスティーナ(sop.)/
リヒター、アンナ・ルチア(sop.)/リヒ
ディ、ティルマン(ten.)/甲斐栄次郎
(bs.)/新国立合唱団(chor.)

2011/01/08 NHKホール
#1691
A

ペトレンコ、ワシーリ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 小菅優(pf.)

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」

2011/06/28 東京オペラシティ ヘラス・カサド、パブロ 尾高尚忠 フルート小協奏曲 作品30a 神田寛明(fl.) MusicTomorrow2011

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

2011/06/28 東京オペラシティ ヘラス・カサド、パブロ 西村朗 オーケストラのための「蘇莫者」 天王寺楽所雅亮会（舞楽）
2011年第59回尾高賞受賞
MusicTomorrow2011

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

1980/06/25 NHKホール #814 A ペリック、クリストフ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

中村紘子(pf.)
ジャック・ルヴィエによるサン・サーンスの
ピアノ協奏曲第2番から変更

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

1980/06/27 NHKホール #815 C ペリック、クリストフ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1980/06/27 NHKホール #815 C ペリック、クリストフ ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1980/07/04 NHKホール #816 B ペリック、クリストフ プフィッツナー
歌劇「パレストリーナ」：第1幕への前奏曲 / 第2
幕への前奏曲 / 第3幕への前奏曲

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

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

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

合唱指揮：佐藤公孝/金子ミヨ/尾原敏子

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ プフィッツナー ハイルブロンのケートヒェン 作品17a：序曲

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ツィマーマン、クリスティアン
(pf.)

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

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

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

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.)

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」

1985/10/10 NHKホール ペリック、クリストフ プロコフィエフ ピーターとおおかみ 作品67 津川雅彦(narr.) NHKクラシック・ステージ

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.)

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

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

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

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.)

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」



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

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

1982/11/10 NHKホール #883 A ベルゲル、エーリッヒ ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ノヴァーク版)

1982/11/17 NHKホール #884 B ベルゲル、エーリッヒ ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲

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

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

1982/11/17 NHKホール #884 B ベルゲル、エーリッヒ ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

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」

1982/11/19 NHKホール #885 C ベルゲル、エーリッヒ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

アックス、エマニュエル(pf.)

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

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

1987/02/06 NHKホール
#1013
C

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

1987/02/12 NHKホール
#1014
A

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

合唱指導：長井則文、尾原敏子

1987/02/18 NHKホール
#1015
B

ベルティーニ、ガリー ヴェルディ レクイエム
片岡啓子(sop.)/秋葉京子(alt.)
/市原多朗(ten.)/マルティノヴィチ、
ボリス(bs.)/武蔵野音楽大学(chor.)

合唱指導：佐久間哲也

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

都民芸術フェスティバル・第18回都民のた
めのコンサート

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

1987/02/23 サントリーホール ベルティーニ、ガリー ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲
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

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス バッハ、J.S. 組曲 第4番 ニ長調 BWV1069

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス
バッハ、J.S.（シェーンベル
ク）

前奏曲とフーガ 変ホ長調
BWV552「聖アン」

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス バッハ、J.S.
マニフィカト ニ長調 BWV243（クリスマス用挿入
曲つき）

バルタザール・ノイマン合唱団(chor.)

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス バッハ、J.S.
クリスマス・オラトリオ BWV248から 第59曲「コ
ラール：われらはここ馬槽のかたえ 汝がみ側に
立つ」

バルタザール・ノイマン合唱団(chor.)

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス
15世紀フランス（ヒッレルー
ド）

久しく待ちにし主よとく来たりて バルタザール・ノイマン合唱団(chor.)

1996/06/18 サントリーホール ペンデレツキ、クシシュトフ 野平一郎 室内協奏曲 第1番 木村かをり(pf.)

1996年第44回尾高賞受賞
MusicTomorrow1996
プレトーク(18:15～)：野平一郎/林
光/クシシュトフ・ペンデレツキ/石田一志
(司会)

1996/06/18 サントリーホール ペンデレツキ、クシシュトフ 林光 ヴィオラ協奏曲 「悲歌」 今井信子(vla.)

1996年第44回尾高賞受賞
MusicTomorrow1996
プレトーク(18:15～)：野平一郎/林光/クシ
シュトフ・ペンデレツキ/石田一志(司会)

1996/06/18 サントリーホール ペンデレツキ、クシシュトフ ペンデレツキ 交響曲 第3番

日本初演
MusicTomorrow1996プレトーク(18:15～)：
野平一郎/林光/クシシュトフ・ペンデレツ
キ/石田一志(司会)

2003/05/16 NHKホール
#1487
C

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

2003/05/16 NHKホール
#1487
C

ペンデレツキ、クシシュトフ ペンデレツキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 「メタモルフォーゼン」 ジュイエ、シャンタル(vln.)

2003/05/16 NHKホール
#1487
C

ペンデレツキ、クシシュトフ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2004/12/23 NHKホール ペンデレツキ、クシシュトフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

大倉由紀枝(sop.)/永井和子(alt.)/市
原多朗(ten.)/福島明也(br.)/国立音
楽大学(chor.)

合唱指揮：田中信昭/永井宏

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

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

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第1番 ニ長調
K.412（レヴィン補筆完成版）

バボラーク，ラデク(hrn.)

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.)

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2009/09/09 サントリーホール
#1652
B

ホグウッド、クリストファー ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

2009/09/09 サントリーホール
#1652
B

ホグウッド、クリストファー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ベザイディンオート、クリスティアン
(pf.)

2009/09/09 サントリーホール
#1652
B

ホグウッド、クリストファー ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2009/09/19 NHKホール
#1653
A

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

2009/09/19 NHKホール
#1653
A

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

2009/09/19 NHKホール
#1653
A

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

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

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



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、ヨーゼフ ポルカ「女心」 作品166 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) ポルカ「浮気心」 作品319 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) 皇帝円舞曲 作品437 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) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324 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(1世) ラデツキー行進曲 作品228 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) 加速度ワルツ 作品234 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) ペルシャ行進曲 作品289 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、ヨーゼフ ワルツ「うわごと」 作品212 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) チック・タック・ポルカ 作品365 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、ヨーゼフ かじ屋のポルカ 作品269 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

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

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

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

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

1963/09/02放送 NHKホール(旧) ボスコフスキー、ウィリー ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲
1963年8月25日
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

1963年8月25日
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/09/02放送 NHKホール(旧) ボスコフスキー、ウィリー ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
1963年8月25日
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

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

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

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
第62回青少年のためのプロムナードコン
サート

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

第62回青少年のためのプロムナードコン
サート

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

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

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

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

1982/01/27 NHKホール #860 B ボド、セルジュ ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

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

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

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ グノー 歌劇「ファウスト」：バレエ音楽

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ ビゼー
「アルルの女」組曲 第1番 / 第2番：前奏曲 / メ
ヌエット/ カリヨン
/ ファランドール

第2番の編曲者はエルネスト・ギロー

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」

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1987/01/16 NHKホール
#1010
C

ボド、セルジュ ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」 秋葉京子(sop.)

「夜」「占い」「漁夫の物語」を除く
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初省略予定だった「愛の悩みの歌」
をプログラムの3曲目に追加

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.)

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

1987/01/22 NHKホール
#1011
A

ボド、セルジュ デュティユー 交響曲 第1番

1987/01/22 NHKホール
#1011
A

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

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」

1987/01/28 NHKホール
#1012
B

ボド、セルジュ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

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

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

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

テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

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

テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

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

キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

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

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「我が美しき恋人よ、さ
らば―あなたはお留まりください、ああ、愛しの
お人よ」 K.528

テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

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

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン グノー 歌劇「ファウスト」：何と美しいこの姿 テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕



1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン ビゼー(ホフマン) 「カルメン」組曲 第1番
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン ベルリーニ 歌劇「ロメオとジュリエット」：おお、いくたびか テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン ボイト 歌劇「メフィストーフェレ」：いつかの夜、海の底に テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン プッチーニ 歌劇「トスカ」：歌に生き、恋に生き テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

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

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

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

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

2005/07/02 NHKホール
#1545
A

ボレイコ、アンドレイ ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 フレイレ、ネルソン(pf.)

2005/07/02 NHKホール
#1545
A

ボレイコ、アンドレイ フランク 交響詩「呪われた狩人」

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)

2005/07/08 NHKホール
#1546
C

ボレイコ、アンドレイ ボリソワ･オラス 沈黙の王国 日本初演

2005/07/08 NHKホール
#1546
C

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

横川晴児(cl.)

2005/07/08 NHKホール
#1546
C

ボレイコ、アンドレイ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100


