日付

会場

定期

指揮者

作曲家

曲名

ソリスト
伊藤京子(sop.)/栗本尊子(alt.)
/森敏孝(ten.)/大橋国一(br.)/東京
放送合唱団(chor.)/国立音楽大学
(chor.)

備考

1965/12/25

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1966/01/01放送

NHKホール(旧)

カイルベルト、ヨーゼフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

ＮＨＫラジオ「ニューイヤーコンサート」

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」

1966/01/01放送

NHKホール(旧)

カイルベルト、ヨーゼフ

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

ＮＨＫラジオ「ニューイヤーコンサート」

1966/01/12,13

東京文化会館

#462 A カイルベルト、ヨーゼフ

グルック (ワーグナー)

歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

1966/01/12,13

東京文化会館

#462 A カイルベルト、ヨーゼフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1966/01/19

東京文化会館

#463 B カイルベルト、ヨーゼフ

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1966/01/19,20

東京文化会館

#463 B カイルベルト、ヨーゼフ

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

1966/01/24-1

愛知文化講堂

カイルベルト、ヨーゼフ

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1966/01/24-1

愛知文化講堂

カイルベルト、ヨーゼフ

シュトラウス、リヒャルト

1966/01/24-1

愛知文化講堂

カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、リヒャルト

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28
歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏

1966/01/24-2

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

録音日は1966年1月24日となっているが、
1965年12月25～27日の可能性あり

1966/01/24-2

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

録音日は1965年5月31日となっているが、
第463回定期公演の可能性あり

1966/01/24-2

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

シュトラウス、リヒャルト

楽劇「サロメ」 作品54：サロメの踊り

録音日は1965年5月31日となっているが、
第463回定期公演の可能性あり

1966/02/02

東京文化会館

#464 A カイルベルト、ヨーゼフ

ブラームス

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1966/02/07

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

シューマン、ローベルト

交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1966/02/10

東京文化会館

#465 B カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1966/02/10

東京文化会館

#465 B カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1966/02/10

東京文化会館

#465 B カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：バッカナール/ 大行進曲
「歌の殿堂を たたえよう」

1966/02/10

東京文化会館

#465 B カイルベルト、ヨーゼフ

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

1966/02/10

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

録音日は1966年2月10日となっているが、
第464回定期公演の可能性あり

1966/02/14

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ヒンデミット

バレエ音楽「気高い幻想」

録音日は1966年2月14日となっているが、
第465回定期公演の可能性あり

1966/02/14

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲

録音日は1966年2月14日となっているが、
第465回定期公演の可能性あり

1966/02/14

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、リヒャルト

ジークフリートの牧歌

録音日は1966年2月14日となっているが、
第464回定期公演の可能性あり

1966/02/14

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

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

録音日は1966年2月14日となっているが、
第465回定期公演の可能性あり

1968/04/30

東京文化会館

#502 A カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

1968/05/01

東京文化会館

#502 A カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1968/05/01

東京文化会館

#502 A カイルベルト、ヨーゼフ

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調 (ハース版)

1968/05/08

東京文化会館

#503 B カイルベルト、ヨーゼフ

ヘンデル

合奏協奏曲 変ロ長調 作品3-2

1968/05/08

東京文化会館

#503 B カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1968/05/08

東京文化会館

#503 B カイルベルト、ヨーゼフ

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1968/05/14

東京文化会館

#504 A カイルベルト、ヨーゼフ

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

1968/05/14

東京文化会館

#504 A カイルベルト、ヨーゼフ

ヒンデミット

フィルハーモニー協奏曲

1968/05/14

東京文化会館

#504 A カイルベルト、ヨーゼフ

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1968/05/21

東京文化会館

#505 B カイルベルト、ヨーゼフ

ブルックナー

交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

1968/05/22

東京文化会館

#505 B カイルベルト、ヨーゼフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2019/12/11

サントリーホール

1929B カサド、パブロ・エラス

リムスキー・コルサコフ

スペイン奇想曲 作品34

2019/12/11

サントリーホール

1929B カサド、パブロ・エラス

リスト

ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

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

録音日は1966年2月7日となっているが、
第464回定期公演の可能性あり

合唱を第1、第2ヴァイオリン、ヴィオラ2部
で代奏

ハリトーノフ、ダニエル(pf.)

1961/09/28,10/01 東京文化会館

カプアーナ、フランコ

ジョルダーノ

歌劇「アンドレア・シェニエ」

デル・モナコ、マリオ(アンドレア・シェ
ニエ)/テバルディ、レナータ(マッダ
レーナ)/グエルフィ、ジャン・ジャコモ
(カルロ・ジェラール)/プロッティ、アル
ド(カルロ・ジェラール)/ディ・スタジ
オ、アンナ(ベルシ&マデロン)
/ピーニ、アマリア(コアニー伯夫人)/
ラ・ポルタ、アルトゥーロ(ブレヴィル&
マテュー)/パリューカ、シルヴァーノ
(ルーシェ
&フーキエ)/ピリーノ、アントニオ(修
道僧&密偵)/オネスティ、ジョルジョ
(家令&デュマ&シュミット)/二期会
(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)/
東京コラリアーズ(chor.)

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

トゥッチ、ガブリエルラ(アイーダ.)/エ
レディア、レナータ(アイーダ)/シミオ
ナート、ジュリエッタ(アムネリス)/デ
ル・モナコ、マリオ(ラダメス)/ロ・フォ
レーゼ、アンジェロ(ラダメス)/プロッ
ティ、アルド(アモナズロ)/グエル
フィ、ジャン・ジャコモ(アモナズロ)/ワ
シントン、パオロ(ランフィス)/パ
リューカ、シルヴァーノ(エジプト王)/
チェザリーニ、アトス(エジプト王の使
者)/川内澄江(sop.)/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
バレエ：日本バレエ協会員
プリマ・バレリーナ：貝谷八百子
協演：三期会
美術：チェーザレ・マリオ・クリスティーニ

カプアーナ、フランコ/モレ
ルリ、ジュゼッペ

ヴェルディ

歌劇「アイーダ」

#1383
B

上岡敏之

メンデルスゾーン

序曲「静かな海と楽しい航海」 作品27

サントリーホール

#1383
B

上岡敏之

プロコフィエフ

ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

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」

2006/12/23

NHKホール

上岡敏之

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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」

1987/10/07

NHKホール

#1031
A

カリーディス、ミルティアデス バッハ、J.S.

ヴァイオリン協奏曲 第2番 ホ長調 BWV1042

山口裕之(vln.)

1987/10/07

NHKホール

#1031
A

カリーディス、ミルティアデス バルトーク

歌劇「青ひげ公の城」 作品11 (演奏会形式)

矢野恵子(sop.)/池田直樹(br.)
/日下武史(Prologuenarr.)

1987/10/14

NHKホール

#1032
B

カリーディス、ミルティアデス スカルコッタス

弦楽合奏のための5つのギリ シャ舞曲

1987/10/14

NHKホール

#1032
B

カリーディス、ミルティアデス シチェドリン

バレエ組曲「カルメン」：第1番 / 第2番 / 第3番
/ 第4番 / 第5番 / 第9番 / 第11番 / 第12番 /
第13番

1987/10/14

NHKホール

#1032
B

カリーディス、ミルティアデス ブラームス

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

ルプー、ラドゥ(pf.)

1987/10/16,17

NHKホール

#1033
C

カリーディス、ミルティアデス ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

フィッシャー、アニー(pf.)

1987/10/16,17

NHKホール

#1033
C

カリーディス、ミルティアデス マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1961/10/16

東京文化会館

1999/06/16

サントリーホール

1999/06/16

1975/01/22

NHKホール

#649 A ギーレン、ミヒャエル

バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

コラール前奏曲 BWV654 「愛する魂よ、美しく装
え」

1975/01/22

NHKホール

#649 A ギーレン、ミヒャエル

バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

来たれ、創り主よ、聖霊なる神よ BWV667

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

1975/01/22

NHKホール

#649 A ギーレン、ミヒャエル

ルトスワフスキ

オーケストラのための書

1975/01/22

NHKホール

#649 A ギーレン、ミヒャエル

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

1975/01/24

NHKホール

#650 C ギーレン、ミヒャエル

モーツァルト、W.A.

セレナード 変ロ長調 K.361

1975/01/29

NHKホール

#651 B ギーレン、ミヒャエル

ハウベンストック･ラマティ

タブロー III

1975/01/29

NHKホール

#651 B ギーレン、ミヒャエル

シェーンベルク

5つの小品 作品16

1975/01/29

NHKホール

#651 B ギーレン、ミヒャエル

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

1975/02/05

NHKホール

#652 A ギーレン、ミヒャエル

モーツァルト、W.A.

セレナード ハ短調 K.388

1975/02/05

NHKホール

#652 A ギーレン、ミヒャエル

マーラー

交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

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

1977/04/08

NHKホール

#718 C ギーレン、ミヒャエル

マーラー

交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

1977/04/13

NHKホール

#719 A ギーレン、ミヒャエル

ベルク

3つの管弦楽曲 作品6

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

1977/04/13

NHKホール

#719 A ギーレン、ミヒャエル

シューマン、ローベルト

交響曲 第2番 ハ長調 作品61

海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

ベロフ、ミシェル(pf.)

海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ
PeterJablonski(pf.)が急病のためピアニス
ト変更
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

ババジャニャン、カリーナ(sop.)
/ラナダ、ヘレーン(alt.)/ヴィーゲル、
ベートーヴェン「第9」演奏会
ヨハン(ten.)/グロホウスキ、ゲルト
(br.)/国立音楽大学(chor.)

中村紘子(pf.)

藤川真弓(vln.)

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

1977/04/22

NHKホール

#720 B ギーレン、ミヒャエル

シェーンベルク

管弦楽のための変奏曲 作品31

1977/04/22

NHKホール

#720 B ギーレン、ミヒャエル

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1994/07/21

Bunkamura オー
チャードホール

キタエンコ、ドミートリ

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

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

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

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

1994/07/26

サントリーホール

キタエンコ、ドミートリ

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」

1994/07/26
1994/07/26

サントリーホール
サントリーホール

キタエンコ、ドミートリ
キタエンコ、ドミートリ

モーツァルト、W.A.
シュトラウス、リヒャルト

協奏交響曲 変ホ長調 K.364
組曲「ばらの騎士」

山口裕之(vln.)/川崎和憲(vla.)

1997/10/18

NHKホール

#1331
C

キタエンコ、ドミートリ

ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

1997/10/18

NHKホール

#1331
C

キタエンコ、ドミートリ

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1997/10/23

NHKホール

#1332
A

キタエンコ、ドミートリ

ショスタコーヴィチ

交響曲 第6番 ロ短調 作品54

1997/10/23

NHKホール

#1332
A

キタエンコ、ドミートリ

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

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

1997/10/29

NHKホール

#1333
B

キタエンコ、ドミートリ

ペルト

ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌

1997/10/29

NHKホール

#1333
B

キタエンコ、ドミートリ

ショスタコーヴィチ

ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35

1997/10/29

NHKホール

#1333
B

キタエンコ、ドミートリ

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

2009/01/21

サントリーホール

#1639
B

キタエンコ、ドミートリ

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

2009/01/21

サントリーホール

#1639
B

キタエンコ、ドミートリ

プロコフィエフ

ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

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」

1989/04/13

NHKホール

#1080
A

北原幸男

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

1989/04/13

NHKホール

#1080
A

北原幸男

リスト

ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

1989/04/13

NHKホール

#1080
A

北原幸男

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1992/03/25

NHKホール

#1168
B

北原幸男

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

1992/03/25

NHKホール

#1168
B

北原幸男

ショスタコーヴィチ

交響曲 第11番 ト短調 作品103

1995/01/12

NHKホール

#1250
A

北原幸男

ショスタコーヴィチ

バレエ組曲 第1番 作品84

1995/01/12

NHKホール

#1250
A

北原幸男

プロコフィエフ

ピアノ協奏曲 第1番 変ニ長調 作品10

1995/01/12

NHKホール

#1250
A

北原幸男

ショスタコーヴィチ

交響曲 第10番 ホ短調 作品93

1989/01/11

NHKホール

#1070
A

ギブソン、アレクサンダー

エルガー

変奏曲「謎」 作品36

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」

1989/01/16
1989/01/16

サントリーホール
サントリーホール

ギブソン、アレクサンダー
ギブソン、アレクサンダー

バーバー
シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 作品14
交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1989/01/20

NHKホール

#1071
C

ギブソン、アレクサンダー

ベルリオーズ

序曲「ウェーヴァリー」 作品1bis

1989/01/20,21

NHKホール

#1071
C

ギブソン、アレクサンダー

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

1989/01/20,21

NHKホール

#1071
C

ギブソン、アレクサンダー

メンデルスゾーン

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1989/01/20,21

NHKホール

#1071
C

ギブソン、アレクサンダー

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」

1989/01/25

NHKホール

#1072
B

ギブソン、アレクサンダー

エルガー

「ロンドンの下町」序曲 作品40

1989/01/25

NHKホール

#1072
B

ギブソン、アレクサンダー

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」

1989/01/25

NHKホール

#1072
B

ギブソン、アレクサンダー

ヴォーン・ウィリアムズ

交響曲 第2番 「ロンドン交響曲」

1989/01/26

NHKホール

#1072
B

ギブソン、アレクサンダー

エルガー

「ロンドンの下町」序曲 作品40

1983/12/22

NHKホール

ギュルケ、ペーター

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第46番 ロ長調 Hob.I-46

1983/12/22

NHKホール

ギュルケ、ペーター

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1998/04/23

NHKホール

#1350
A

ギルバート、アラン

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

1998/04/23

NHKホール

#1350
A

ギルバート、アラン

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調
K.271

1998/04/23

NHKホール

#1350
A

ギルバート、アラン

バルトーク

オーケストラのための協奏曲

1999/07/01

東京オペラシティ

ギルバート、アラン

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第90番 ハ長調 Hob.I-90

第100回記念公演NTT
クライネフ、ウラディーミル(pf.)

第100回記念公演NTT

ワッツ、アンドレ(pf.)

バルダスティ、インゲボルク(pf.)
/津堅直弘(trp.)

上原彩子(pf.)

オフチニコフ、ウラディーミル
(pf.)

リンパニー、モーラ(pf.)

クライネフ、ウラディーミル(pf.)

マイヤース、アン・アキコ(vln.)

サントリーホール定期
サントリーホール定期

シャハム、ギル(vln.)

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)
世界の若手指揮者たち
ケフェレック、アンヌ(pf.)

世界の若手指揮者たち
世界の若手指揮者たち
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時

東京オペラシティ文化財団(TOOCCF)委嘱
世界初演
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時

1999/07/01

東京オペラシティ

ギルバート、アラン

西村朗

アルト・サクソフォン協奏曲 「エ シ・イン・アニマ
(魂の内なる存 在)」

1999/07/01

東京オペラシティ

ギルバート、アラン

コープランド

静かな町

1999/07/01

東京オペラシティ

ギルバート、アラン

メシアン

ミのための詩

2000/06/08

NHKホール

#1409
A

ギルバート、アラン

北爪道夫

始まりの海から

2000/06/08

NHKホール

#1409
A

ギルバート、アラン

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

2000/06/08

NHKホール

#1409
A

ギルバート、アラン

ステンハンマル

セレナード ヘ長調 作品31

2001/05/23

サントリーホール

#1435
B

ギルバート、アラン

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」

2001/05/23

サントリーホール

#1435
B

ギルバート、アラン

モーツァルト、W.A.

協奏交響曲 変ホ長調 K.364

2001/05/23

サントリーホール

#1435
B

ギルバート、アラン

モーツァルト、W.A.

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

2002/05/16

NHKホール

#1460
A

ギルバート、アラン

ラヴェル

左手のためのピアノ協奏曲

2002/05/16

NHKホール

#1460
A

ギルバート、アラン

ショスタコーヴィチ

交響曲 第4番 ハ短調 作品43

2002/05/22

サントリーホール

#1461
B

ギルバート、アラン

シューマン、ローベルト

「マンフレッド」序曲 作品115

2002/05/22

サントリーホール

#1461
B

ギルバート、アラン

バルトーク

ヴァイオリン協奏曲 第2番

2002/05/22

サントリーホール

#1461
B

ギルバート、アラン

シューマン、ローベルト

交響曲 第2番 ハ長調 作品61

2002/06/01

NHKホール

#1462
C

ギルバート、アラン

ベルツ

ストリンドベリ組曲

2002/06/01

NHKホール

#1462
C

ギルバート、アラン

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

2002/06/01

NHKホール

#1462
C

ギルバート、アラン

ニルセン

交響曲 第2番 ロ短調 作品16
「4つの気質」

2005/11/02

サントリーホール

#1552
B

ギルバート、アラン

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

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、アラン・ギルバートが指
揮した

2005/11/02

サントリーホール

#1552
B

ギルバート、アラン

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

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、アラン・ギルバートが指
揮した

2007/12/01

NHKホール

#1607
A

ギルバート、アラン

メシアン

ほほえみ (1989)

2007/12/01

NHKホール

#1607
A

ギルバート、アラン

ベルク

ヴァイオリン協奏曲

2007/12/01

NHKホール

#1607
A

ギルバート、アラン

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2007/12/07

NHKホール

#1608
C

ギルバート、アラン

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

2007/12/07

NHKホール

#1608
C

ギルバート、アラン

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

2007/12/07

NHKホール

#1608
C

ギルバート、アラン

マルティヌー

交響曲 第4番

1956/10/03

1956/10/09

1956/10/28

産経ホール

産経ホール

神戸国際会館

グイ、ヴィットリオ

グイ、ヴィットリオ

グイ、ヴィットリオ

モーツァルト、W.A.

ヴェルディ

モーツァルト、W.A.

須川展也(sax.)

TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時
浜田理恵(sop.)

オーケストラ版日本初演
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時
新星日本交響楽団委嘱

ワッツ、アンドレ(pf.)

篠崎史紀(vln.)/川崎和憲(vla.)

オズボーン、スティーヴン(pf.)

ツェートマイアー、トーマス(vln.)

バドゥラ・スコダ、パウル(pf.)

ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

クロフォード・フィリップス、サイモン
(pf.)

歌劇「フィガロの結婚」 K.492

カッシネルリ、アントニオ(アルマ
ヴィーヴァ伯爵)/モスクッチ、オリ
エッタ(伯爵夫人)/タッディ、ジュゼッ
ペ(フィガロ)/ノーニ、アルダ(スザン
ナ)/シミオナート、ジュリエッタ(ケル
ビーノ)/ピラッツィーニ、ミリアム(ケ
ルビーノ)/カーヴァ、カルロ(バルト
ロ)/コルシ、リナ(マルチェルリーナ)/
カルリン、マリオ(ドン・バジリオ)
/ボイエル、アントニオ(アントニオ)/
スカルリーニ、グラウコ(ドン・クルチ
オ)/伊藤京子(バルバリーナ)/東京
放送合唱団(chor.)/二期会(chor.)

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念合唱指揮：森正演
出：ブルーノ・ノフリプロンプター：セルジョ・
ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之演出助手：
栗山昌良美術監督：妹尾河童美術監督助
手：緒方規久子照明：石井尚郎
振付：島田広舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐々木忠次/湯藤光生/稲
垣勝バレエ：服部・島田バレエ団
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

歌劇「ファルスタッフ」

タッディ、ジュゼッペ(ファルスタッフ)/
ボイエル、アントニオ(フォード)/オン
シーナ、フアン(フェントン)/スカル
リーニ、グラウコ(ケイアス)/カルリ
ン、マリオ(バードルフ)/カッシネル
リ、アントニオ(ピストル)/モスクッチ、
オリエッタ(フォード夫人)/ノーニ、ア
ルダ(ナネッタ)/ピラッツィーニ、ミリア
ム(クイックリ夫人)/コルシ、リナ(ペー
ジ夫人)/東京放送合唱団(chor.)/二
期会(chor.)

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念合唱指揮：森正演
出：ブルーノ・ノフリプロンプター：セルジョ・
ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之演出助手：
栗山昌良美術監督：妹尾河童美術監督助
手：緒方規久子照明：石井尚郎
振付：島田広舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐々木忠次/湯藤光生/北
村三郎バレエ：服部・島田バレエ団
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

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

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

グイ、ヴィットリオ

グイ、ヴィットリオ

グイ、ヴィットリオ

モーツァルト、W.A.

モーツァルト、W.A.

モーツァルト、W.A.

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：彼女こそ私の宝 オンシーナ、フアン(ten.)

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

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：恋人よ、さあこ
の薬で

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

ノーニ、アルダ(sop.)

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：カタログの歌「奥
タッディ、ジュゼッペ(br.)
さん、これが恋人のカタログ」

ステルラ、アントニエッタ(アイーダ)/
ベルトルリ、ルチアーナ(アイーダ)/
シミオナート、ジュリエッタ(アムネリ
ス)/ピラッツィーニ、ミリアム(アムネ
リス)/ボルソ、ウンベルト(ラダメス)/
プーマ、サルヴァトーレ(ラダメス)/グ
エルフィ、ジャン・ジャコモ(アモナズ
ロ)/カーヴァ、カルロ(ランフィス)/カッ
シネルリ、アントニオ(エジプト王)/カ
ルリン、マリオ(エジプト王の使者)/東
京放送合唱団(chor.)/二期会
(chor.)

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

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念合唱指揮：森正演
出：ブルーノ・ノフリプロンプター：セルジョ・
ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之演出助手：
栗山昌良美術監督：妹尾河童美術監督助
手：緒方規久子照明：石井尚郎
振付：島田広舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐々木忠次/湯藤
光生/青木堅造バレエ：服部・島田バレエ
団
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

1956/09/30

東京宝塚劇場

グイ、ヴィットリオ/ヴェル
キ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「アイーダ」

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

スッペ

喜歌劇「美しいガラテア」：序曲

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「ローマの謝肉祭」 作品 356：ポルカ「ド
ナウのほとりから」

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

12のメヌエットHob.IX-11：3つのウィーン舞踏会メ
ヌエット

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

ベートーヴェン

12のコントルダンス WoO.14：第1番 /第2番 / 第
3番 / 第11番 / 第12番

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

モーツァルト、W.A.

セレナード ニ長調 K.203：メヌエット

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シューベルト

ロザムンデ D.797：バレエ音楽 第2番

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(1世)

ギャロップ「若人の情熱」 作品90

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「春の声」 作品410

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(2世)

フランス風ポルカ「野火」 作品313

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「狩り」 作品373

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

スッペ

喜歌劇「軽騎兵」：序曲

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、エドゥアルド

ポルカ「テープは切られた」 作品45

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨーゼフ

ワルツ「ディナミーデン」 作品173

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(2世)

スペイン行進曲 作品433

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

ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(2世)

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「酒、女、歌」 作品333

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

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

1995/07/22

NHKホール

グート、ペーター

シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

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

1992/10/07

NHKホール

#1183
B

クーン、グスタフ

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

1992/10/07

NHKホール

#1183
B

クーン、グスタフ

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1992/10/12
1992/10/12

サントリーホール
サントリーホール

クーン、グスタフ
クーン、グスタフ

ロッシーニ
ロッシーニ

歌劇「セビリアの理髪師」：序曲
歌劇「ウィリアム・テル」：序曲

1992/10/12

サントリーホール

クーン、グスタフ

オルフ

カルミナ・ブラーナ

1980/10/29

NHKホール

#820 A グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

1980/10/29

NHKホール

#820 A グシュルバウアー、テオドル ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

1980/10/29

NHKホール

#820 A グシュルバウアー、テオドル ルーセル

交響曲 第3番 ト短調 作品42

1980/10/31

NHKホール

#821 C グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

交響曲 第25番 ト短調 K.183

1980/10/31

NHKホール

#821 C グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1980/11/07

NHKホール

#822 B グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

交響曲 第32番 ト長調 K.318
「イタリア序曲」

1980/11/07

NHKホール

#822 B グシュルバウアー、テオドル ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1980/11/07

NHKホール

#822 B グシュルバウアー、テオドル シェーンベルク

交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

1983/10/19

NHKホール

#910 A グシュルバウアー、テオドル ウェーベルン

パッサカリア 作品1

1983/10/19

NHKホール

#910 A グシュルバウアー、テオドル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ ピアノ協奏曲 ニ長調 Hob.XVIII-11

ヘブラー、イングリート(pf.)

1983/10/19

NHKホール

#910 A グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調 K.382

ヘブラー、イングリート(pf.)

1983/10/19

NHKホール

#910 A グシュルバウアー、テオドル ルーセル

バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第1番 / 第2
番

1983/10/26

NHKホール

#911 B グシュルバウアー、テオドル シューベルト

交響曲 第1番 ニ長調 D.82

1983/10/26

NHKホール

#911 B グシュルバウアー、テオドル ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

1983/10/26

NHKホール

#911 B グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1983/10/28

NHKホール

#912 C グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

交響曲 第29番 イ長調 K.201

1983/10/28

NHKホール

#912 C グシュルバウアー、テオドル グラズノフ

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82

1983/10/28

NHKホール

#912 C グシュルバウアー、テオドル ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

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

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

1988/01/08

NHKホール

#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シャブリエ

狂詩曲「スペイン」

1988/01/08

NHKホール

#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

1988/01/08

NHKホール

#1040
A

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

ドイツ舞曲 ハ長調 K.605

1988/01/08

NHKホール

#1040
A

グシュルバウアー、テオドル スッペ

喜歌劇「美しいガラテア」：序曲

1988/01/08

NHKホール

#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「おしゃべりなかわいい 口」 作品245

1988/01/08

NHKホール

#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「酒、女、歌」 作品333

1988/01/08

NHKホール

#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

1988/01/08

NHKホール

#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「観光列車」 作品281

1988/01/08

NHKホール

#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

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

1988/01/13

NHKホール

グシュルバウアー、テオドル リスト

ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

野原みどり(pf.)

第14回若い芽のコンサート

1988/01/13

NHKホール

グシュルバウアー、テオドル 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 藤森亮一(vlc.)

第14回若い芽のコンサート

1988/01/20

NHKホール

#1041
B

グシュルバウアー、テオドル シベリウス

交響詩「フィンランディア」 作品26

1988/01/20

NHKホール

#1041
B

グシュルバウアー、テオドル シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

1988/01/20

NHKホール

#1041
B

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、リヒャルト

家庭交響曲 作品53

メネゼス、アントニオ(vlc.)/川崎和憲
(vla.)

サントリーホール特別演奏会
サントリーホール特別演奏会
グリーンバーグ、シルヴィア(sop.)/篠
崎義昭(ten.)/ニムスゲルン、ジーク
サントリーホール特別演奏会
ムント(br.)/東京藝術大学(chor.)/東
京少年少女合唱隊(chor.)

ヴェレット、イレーナ(pf.)

アックス、エマニュエル(pf.)

デュシャーブル、フランソワ・ルネ(pf.)

藤川真弓(vln.)

曹永昌(vlc.)

スウェンセン、ジョゼフ・アントン
(vln.)

1988/01/22,23

NHKホール

#1042
C

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1988/01/22,23

NHKホール

#1042
C

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

1988/01/22,23

NHKホール

#1042
C

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.

2018/08/05
2018/08/05
2018/08/05
2018/08/05

NHKホール
NHKホール
NHKホール
NHKホール

熊倉優
熊倉優
熊倉優
熊倉優

ジョン・ウィリアムズ
ブリテン
ミヨー
ショスタコーヴィチ

2018/08/05

NHKホール

熊倉優

メシアン

2018/08/05

NHKホール

熊倉優

外山雄三

トゥランガリラ交響曲：第5楽章「星たちの血の喜 佐野隆哉(pf.)/大矢素子(Ondes
び」
Martenot)
管弦楽のためのラプソディー：八木節

グラーフ、ハンス

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」
映画「スター・ウォーズ」：メイン・タイトル
青少年の管弦楽入門 作品34 (語りつき)
スカラムーシュ
交響曲 第10番 ホ短調 作品93：第2楽章

コチシュ、ゾルターン(pf.)

加藤綾子(narr.)
上野耕平(sax.)

ほっとコンサート2018
ほっとコンサート2018
ほっとコンサート2018
ほっとコンサート2018
ほっとコンサート2018
ほっとコンサート2018

1988/04/01,02

NHKホール

#1049
C

1988/04/01,02

NHKホール

#1049
C

グラーフ、ハンス

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1988/04/01,02

NHKホール

#1049
C

グラーフ、ハンス

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1988/04/07

NHKホール

#1050
A

グラーフ、ハンス

モーツァルト、W.A.

交響曲 第34番 ハ長調 K.338

1988/04/07

NHKホール

#1050
A

グラーフ、ハンス

コリリャーノ

クラリネット協奏曲

1988/04/07

NHKホール

#1050
A

グラーフ、ハンス

バルトーク

オーケストラのための協奏曲

1988/04/13

NHKホール

#1051
B

グラーフ、ハンス

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

1988/04/13

NHKホール

#1051
B

グラーフ、ハンス

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「北海の絵」 作品390

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「南国のばら」 作品388

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「大急ぎで」 作品230

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「春の声」 作品410

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「憂いもなく」 作品271

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「騎手」 作品278

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(2世)

皇帝円舞曲 作品437

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：道化師の踊り

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21

NHKホール

クライツベルク、ヤコフ

シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

1999/09/24

NHKホール

#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル

シューベルト
(ウェーベルン)

6 つのドイツ舞曲 D.820

1999/09/24

NHKホール

#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル

シェーンベルク

清められた夜 作品4

1999/09/24

NHKホール

#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル

ラヴェル

ピアノ協奏曲 ト長調

1999/09/24

NHKホール

#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

2000/11/09

NHKホール

#1418
A

クリヴィヌ、エマニュエル

メンデルスゾーン

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

2000/11/09

NHKホール

#1418
A

クリヴィヌ、エマニュエル

エルガー

海の絵 作品37

2000/11/09

NHKホール

#1418
A

クリヴィヌ、エマニュエル

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2004/06/11

NHKホール

#1517
C

クリヴィヌ、エマニュエル

メンデルスゾーン

序曲「美しいメルジーネの物語」 作品32

2004/06/11

NHKホール

#1517
C

クリヴィヌ、エマニュエル

メンデルスゾーン

交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

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」

1962/04/14

NHKホール (旧)

クルツ、エフレム

バッハ、J.S. (マクドナルド)

1962/04/14

NHKホール (旧)

クルツ、エフレム

ショスタコーヴィチ

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

カツァリス、シプリアン(pf.)

ストルツマン、リチャード(cl.)/
堀正文(vln.)

ウセー、セシル(pf.)

梯剛之(pf.)

指揮者はデーヴィッド・ジンマンから変更
シュトゥッツマン、ナタリー
(contralt.)

指揮者はデーヴィッド・ジンマンから変更
指揮者はデーヴィッド・ジンマンから変更

コラール前奏曲 BWV741 「ああ 神よ、天国から
ご覧ください」
交響曲 第5番 ニ短調 作品47

エフレム・クルツ特別演奏会
エフレム・クルツ特別演奏会

1962/05/05

NHKホール(旧)

クルツ、エフレム

シューマン、ローベルト
（マーラー）

1962/05/05

NHKホール(旧)

クルツ、エフレム

カバレフスキー

組曲「道化師」 作品26

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)

1962/05/15,16,17

東京文化会館

#431

クルツ、エフレム

モーツァルト、W.A.

フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

1962/05/15,16,17

東京文化会館

#431

クルツ、エフレム

ショスタコーヴィチ

交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1962/05/21

杉並公会堂

クルツ、エフレム

ロッシーニ

歌劇「ランスへの旅」：序曲

シェーファー、エレーン(fl.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/21

杉並公会堂

クルツ、エフレム

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)

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)

1962/05/21

杉並公会堂

クルツ、エフレム

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/26

NHKホール(旧)

クルツ、エフレム

リムスキー・コルサコフ

スペイン奇想曲 作品34

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/26

NHKホール(旧)

クルツ、エフレム

ハチャトゥリアン

バレエ組曲「ガイーヌ」第1番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/06/01

杉並公会堂

クルツ、エフレム

バッハ、J.S.

組曲 第2番 ロ短調 BWV1067

1962/06/01

杉並公会堂

クルツ、エフレム

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/06/07

東京厚生年金会館

クルツ、エフレム

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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)

1950/03/27放送

不詳

1972/10/10,11

東京文化会館

1972/10/10,11

東京文化会館

1972/10/12

名古屋市民会館

1974/11/08

NHKホール

1974/11/08

グルリット、マンフレッド

シェーファー、エレーン(fl.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

ロッシーニ

歌劇「ウィリアム・テル」

#584 B クレー、ベルンハルト

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 (抜
粋)

#584 B クレー、ベルンハルト

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

#643 C クレー、ベルンハルト

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」 (原典版)

NHKホール

#643 C クレー、ベルンハルト

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1974/11/13

NHKホール

#644 A クレー、ベルンハルト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第92番 ト長調 Hob.I-92
「オックスフォード」

1974/11/13

NHKホール

#644 A クレー、ベルンハルト

シュトラウス、リヒャルト

4つの最後の歌

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

1974/11/21

NHKホール

#645 B クレー、ベルンハルト

モーツァルト、W.A.

アリア「誠実な心のあなた」
K.217

1974/11/21

NHKホール

#645 B クレー、ベルンハルト

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1974/11/21

NHKホール

#645 B クレー、ベルンハルト

マーラー

交響曲 第10番

1974/11/21

NHKホール

#645 B クレー、ベルンハルト

モーツァルト、W.A.

レチタティーヴォとロンド「もう言わないで、すっ
かりわかりまし た―恐れないで、恋人よ」
K.490

1976/01/09

NHKホール

#679 A クレー、ベルンハルト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第95番 ハ短調 Hob.I-95

1976/01/09

NHKホール

#679 A クレー、ベルンハルト

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

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」

1976/01/16

NHKホール

#680 C クレー、ベルンハルト

モーツァルト、W.A.

歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

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

1976/01/16

NHKホール

#680 C クレー、ベルンハルト

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1976/01/21

NHKホール

#681 B クレー、ベルンハルト

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1976/01/21

NHKホール

#681 B クレー、ベルンハルト

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1976/01/28
1976/01/28
1976/01/28
1976/01/28

NHKホール
NHKホール
NHKホール
NHKホール

クレー、ベルンハルト
クレー、ベルンハルト
クレー、ベルンハルト
クレー、ベルンハルト

ウェーバー
メンデルスゾーン
サラサーテ
リスト

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
チゴイナーワイゼン 作品20-1
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

1976/01/28

NHKホール

クレー、ベルンハルト

ワーグナー、リヒャルト

1976/01/28
1960/10/24

NHKホール
Salle Pleyel

クレー、ベルンハルト
クレツキ、パウル

シュトラウス、ヨハン(2世)
ルーセル

1960/10/24

Salle Pleyel

クレツキ、パウル

ウォルフ

ゲーテの詩による歌曲：たて琴 弾きの歌 (その
1)「孤独にふける者は」 / たて琴弾きの歌 (その フィッシャー・ディースカウ、ディートリ
パリ
2)「門ごとに忍び寄り」 / たて琴弾きの歌 (その ヒ(br.)
3)「涙とともにパンを味わわない者は」

1960/10/24

Salle Pleyel

クレツキ、パウル

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1960/10/24

Salle Pleyel

クレツキ、パウル

マーラー

さすらう若者の歌

1960/10/24

Salle Pleyel

クレツキ、パウル

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

フィッシャー・ディースカウ、ディートリ
パリ
ヒ(br.)
パリ

1985/04/17

NHKホール

#958 A クロブチャール、ベリスラフ バルトーク

ヴァイオリン協奏曲 第2番

ヘッツェル、ゲルハルト(vln.)

1985/04/17

NHKホール

#958 A クロブチャール、ベリスラフ プロコフィエフ

交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1985/04/24

NHKホール

#959 B クロブチャール、ベリスラフ シューベルト

交響曲 第6番 ハ長調 D.589

クレー、ベルンハルト

名古屋市民会館開館記念N響演奏会＜第
1夜＞

田中千香士(vln.)

マティス、エディット(sop.)

マティス、エディット(sop.)

マティス、エディット(sop.)

田中千香士(vln.)/徳永健一郎
(vlc.)

カンパネルラ、ミケーレ(pf.)

内田光子(pf.)

清水高師(vln.)
米谷彩子(vln.)
海老彰子(pf.)

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：第
3幕への前奏曲 / 徒弟たちの踊り
ワルツ「ウィーンかたぎ」 作品354
組曲 ヘ長調 作品33

若い芽のコンサート
若い芽のコンサート
若い芽のコンサート
若い芽のコンサート
若い芽のコンサート
若い芽のコンサート
パリ

ユニンスキー、アレグザンダー
(pf.)

パリ

1985/04/24

NHKホール

#959 B クロブチャール、ベリスラフ マーラー

交響曲「大地の歌」

1985/04/26

NHKホール

#960 C クロブチャール、ベリスラフ モーツァルト、W.A.

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1985/04/26

NHKホール

#960 C クロブチャール、ベリスラフ メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

1985/04/26

NHKホール

#960 C クロブチャール、ベリスラフ シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1987/12/04,05

NHKホール

#1037
C

クロブチャール、ベリスラフ 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 ハレル、リン(vlc.)

NHKホール

#1037
C

クロブチャール、ベリスラフ シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1987/12/04,05

NHKホール

#1037
C

クロブチャール、ベリスラフ フンパーディンク

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲

1987/12/10

NHKホール

#1038
A

クロブチャール、ベリスラフ シュトラウス、リヒャルト

ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11

1987/12/10

NHKホール

#1038
A

クロブチャール、ベリスラフ ブルックナー

交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

1987/12/16

NHKホール

#1039
B

クロブチャール、ベリスラフ ワーグナー、リヒャルト

ジークフリートの牧歌

1987/12/16

NHKホール

#1039
B

クロブチャール、ベリスラフ リスト

ファウスト交響曲

1987/12/21

NHKホール

クロブチャール、ベリスラフ ベートーヴェン

大フーガ 変ロ長調 作品133

1987/12/21

NHKホール

クロブチャール、ベリスラフ 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.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/木村俊光(br.)/国立音
楽大学(chor.)

1992/05/08

NHKホール

#1172
C

クンチ、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」

豊田喜代美(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立 合唱指導：長井則文
音楽大学(chor.)

1980/09/12

NHKホール

#817 C ケーゲル、ヘルベルト

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1980/09/12

NHKホール

#817 C ケーゲル、ヘルベルト

マーラー

交響曲 第4番 ト長調

1980/09/18

NHKホール

#818 A ケーゲル、ヘルベルト

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

1980/09/18

NHKホール

#818 A ケーゲル、ヘルベルト

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」 カサピエートラ、チェレスティーナ
K.505
(sop.)

1980/09/18

NHKホール

#818 A ケーゲル、ヘルベルト

モーツァルト、W.A.

シェーナとアリア「ああ、私はどこに」 K.369

1980/09/18

NHKホール

#818 A ケーゲル、ヘルベルト

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

1980/09/20

NHKホール

ケーゲル、ヘルベルト

シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

1987/12/04,05

1980/09/26

NHKホール

#819 B ケーゲル、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

1980/09/26

NHKホール

#819 B ケーゲル、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

1980/09/26

NHKホール

#819 B ケーゲル、ヘルベルト

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1983/09/21

NHKホール

#907 A ケーゲル、ヘルベルト

ストラヴィンスキー

サーカス・ポルカ

1983/09/21

NHKホール

#907 A ケーゲル、ヘルベルト

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1983/09/21

NHKホール

#907 A ケーゲル、ヘルベルト

シューマン、ローベルト

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

伊原直子(alt.)/小林一男(ten.)

シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

タックウェル、バリー(hrn.)

山路芳久(ten.)/早稲田大学グリーク
ラブ(chor.)

カサピエートラ、チェレスティーナ
(sop.)

カサピエートラ、チェレスティーナ
(sop.)

堀米ゆず子(vln.)

ヘブラー、イングリート(pf.)

イェナー、アレクサンダー(pf.)

曽我栄子(sop.)/芳野靖夫(br.)
/三菱商事コーラス同好会(chor.)/松
原混声合唱団(chor.)/湘南市民コー
合唱指揮：関屋晋
ル(chor.)
/早稲田大学コール・フリューゲル
(chor.)

1983/09/28

NHKホール

#908 B ケーゲル、ヘルベルト

ブラームス

ドイツ･レクイエム 作品45

1983/09/30

NHKホール

#909 C ケーゲル、ヘルベルト

ワーグナー、リヒャルト

舞台神聖祭典劇「パルシファル」：前奏曲

1983/09/30

NHKホール

#909 C ケーゲル、ヘルベルト

プーランク

2台のピアノのための協奏曲

1983/09/30

NHKホール

#909 C ケーゲル、ヘルベルト

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1996/07/19

サントリーホール

ゲルギエフ、ワレリー

プロコフィエフ

交響曲 第6番 変ホ短調 作品111

サントリーホール定期演奏会1996-3

1996/07/19

サントリーホール

ゲルギエフ、ワレリー

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

サントリーホール定期演奏会1996-3

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」

2002/11/20

サントリーホール

#1474
B

ゲルギエフ、ワレリー

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

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

ゲルギエフ、ワレリー

ショスタコーヴィチ

ゲルギエフ、ワレリー
ゲルギエフ、ワレリー

芥川也寸志
プロコフィエフ

交響曲 第7番 ハ長調 作品60
「レニングラード」
弦楽のための3楽章
ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

JointConcertwithTheKirovOrchestraSt.Pet
ersburg
NHK音楽祭2009
NHK音楽祭2009

2002/11/24
2009/11/30
2009/11/30

東京国際 フォーラ
ム
NHKホール
NHKホール

ラベック、カティア(pf.)/ラベック、マリ
エル(pf.)

トラーゼ、アレクサンドル(pf.)

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」

1988/02/29

サントリーホール

現田茂夫

アイヴス

セントラル・パークの夕暮れ

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VIIIニューヨーク―街角の歌

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

ショスタコーヴィチ

祝典序曲 作品96

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

伊藤康英

吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」

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

NHK音楽祭2009

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

ホルスト

吹奏楽のための組曲 第2番 ヘ長調 作品28-2

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

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

大島ミチル（後藤洋）

大河ドラマ「天地人」：テーマ曲

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

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

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

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

ファリャ

バレエ音楽「恋は魔術師」：火祭りの踊り

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

マスカーニ

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲

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

2009/08/02

NHKホール

現田茂夫

レスピーギ

交響詩「ローマの祭り」

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2010/08/01

NHKホール

現田茂夫

スミス、クロード・トーマス

フェスティヴァル・ヴァリエーショ ンズ

N響ほっとコンサート～オーケストラ
からの贈り物～
吹奏楽

2010/08/01

NHKホール

現田茂夫

バーンズ

パガニーニの主題による幻想変奏曲

N響ほっとコンサート～オーケストラ
からの贈り物～
吹奏楽

2010/08/01

NHKホール

現田茂夫

リード

吹奏楽のための第１組曲から「ギャロップ」

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～

2010/08/01

NHKホール

現田茂夫

アンダソン

ジャズ・ピチカート

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

2010/08/01

NHKホール

現田茂夫

アンダソン

プリンク・プレンク・プランク

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

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～

2010/08/01

NHKホール

現田茂夫

ハチャトゥリアン

組曲「仮面舞踏会」：ワルツ

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

2011/08/07

NHKホール

現田茂夫

ジェイガー、ロバート

シンフォニア・ノビリッシマ

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

2011/08/07

NHKホール

現田茂夫

保科洋

風紋

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

2011/08/07

NHKホール

現田茂夫

リード

エル・カミーノ・レアル

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

2011/08/07

NHKホール

現田茂夫

東海林修

ディスコ・キッド

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

2011/08/07

NHKホール

現田茂夫

グリーグ

組曲「ホルベアの時代から」 作品40：前奏曲

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

2011/08/07

NHKホール

現田茂夫

ラヴェル

道化師の朝の歌

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

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

2011/08/07

NHKホール

現田茂夫

ハチャトゥリアン

バレエ組曲「ガイーヌ」：剣の舞

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

1985/11/27
1985/11/27

立川市市民会館
立川市市民会館

小泉和裕
小泉和裕

ヴェルディ
ラロ

歌劇「運命の力」：序曲
スペイン交響曲 ニ短調 作品21

1993/09/15

NHKホール

#1210
B

小泉和裕

グリンカ

歌劇「イワン・スサーニン」：3つの踊り

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

1993/09/15

NHKホール

#1210
B

小泉和裕

ラフマニノフ

交響曲 第3番 イ短調 作品44

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

1994/07/29

NHKホール

コウト、イルジー

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：序曲 / 3つの舞曲

N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

1994/07/29

NHKホール

コウト、イルジー

スメタナ

交響詩「モルダウ」

N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

1994/07/29

NHKホール

コウト、イルジー

スメタナ

交響詩「ボヘミアの牧場と森から」

N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

本仮屋ユイカ(trb.)

N響ほっとコンサート～オーケストラ
からの贈り物～
吹奏楽

漆原朝子(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

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

1994/07/29

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

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

1997/05/16

NHKホール

#1322
C

コウト、イルジー

スメタナ

交響詩「わが祖国」

1997/05/22

NHKホール

#1323
A

コウト、イルジー

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

ポレ、フランソワーズ(sop.)

字幕付き

1997/05/22

NHKホール

#1323
A

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ワルキューレ」：第1幕 (演奏会形式)

ポレ、フランソワーズ(sop.)/ノイマ
ン、ウォルフガング(ten.)/ゾーティ
ン、ハンス(bs.)

字幕付き

1997/05/28

NHKホール

#1324
B

コウト、イルジー

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1997/05/28

NHKホール

#1324
B

コウト、イルジー

ヒンデミット

ウェーバーの主題による交響的変容

1997/05/28

NHKホール

#1324
B

コウト、イルジー

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

1997/05/28

NHKホール

#1324
B

コウト、イルジー

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1998/12/23

NHKホール

コウト、イルジー

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

ワトソン、リンダ(sop.)
国立音楽大学(chor.)
ワトソン、リンダ(sop.)/寺谷千枝子
(alt.)/シャシング、ルドルフ(ten.)/ウ
ルセン、フルーデ(br.)
/国立音楽大学(chor.)

モラヴェツ、イヴァン(pf.)

1998/12/23

NHKホール

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：大行進曲
「歌の殿堂をたたえよう」

1998/12/23

NHKホール

コウト、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」

1999/10/07

NHKホール

#1388
A

コウト、イルジー

シュトラウス、リヒャルト

歌劇「影のない女」による交響的幻想曲

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

1999/10/07

NHKホール

#1388
A

コウト、イルジー

シュトラウス、リヒャルト

歌劇「エレクトラ」 作品58：ひとりだ、何と悲しいこ
シュナウト、ガブリエーレ(sop.)
と

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

1999/10/07

NHKホール

#1388
A

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：夜明け / ジークフリー
トのラインの旅
シュナウト、ガブリエーレ(sop.)
/ジークフリートの葬送行進曲 / ラインの岸にた
きぎの山を積み あげよ

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

1999/10/13

サントリーホール

#1389
B

コウト、イルジー

シュトラウス、リヒャルト

歌劇「ばらの騎士」 作品59：第3幕のワルツ

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

1999/10/13

サントリーホール

#1389
B

コウト、イルジー

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「死と変容」 作品24

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

1999/10/13

サントリーホール

#1389
B

コウト、イルジー

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

シュタルケル、ヤノーシュ(vlc.)/
店村眞積(vla.)

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

1999/10/23

NHKホール

#1390
C

コウト、イルジー

ブラームス

ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

園田高弘(pf.)

指揮はHorstSteinが予定されていたが、病
気のため変更

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

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

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

2003/01/09

NHKホール

#1478
A

コウト、イルジー

ショスタコーヴィチ

交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

2003/01/15

サントリーホール

#1479
B

コウト、イルジー

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

2003/01/15

サントリーホール

#1479
B

コウト、イルジー

シューマン、ローベルト

チェロ協奏曲 イ短調 作品129

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」

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ワルキューレ」：第2幕への前奏曲

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ワルキューレ」：さあ、馬に鞍を置け、天翔
ウルセン、フルーデ(br.)
ける戦乙女よ!

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ワルキューレ」：さようなら、勇ましいわが
子

ウルセン、フルーデ(br.)

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ジークフリート」：あれは私の父ではない

エーベルツ、アルフォンス(ten.)

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ジークフリート」：目覚めよ、ワーラ

ウルセン、フルーデ(br.)

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ジークフリート」：私は永 遠に生きる

エーベルツ、アルフォンス(ten.)
/オーウェン、スーザン(sop.)

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：夜明け / ジークフリー
トのラインの旅

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ブリュンヒルデよ、神聖
エーベルツ、アルフォンス(ten.)
な花嫁よ

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートの葬送
行進曲

2003/01/24

NHKホール

#1480
C

コウト、イルジー

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ライン の岸にたきぎの
オーウェン、スーザン(sop.)
山を積みあげよ

2005/11/23

サントリーホール

#1555
B

コウト、イルジー

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

2005/11/23

サントリーホール

#1555
B

コウト、イルジー

モーツァルト、W.A.

協奏交響曲 変ホ長調 K.364

サントリーホール

#1555
B

コウト、イルジー

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

NHKホール

#1556
C

コウト、イルジー

マルティヌー

交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

2005/11/23
2005/12/02

指揮はHorstSteinが予定されていたが、病
気のため変更

ペレーニ、ミクローシュ(vlc.)

堀正文(vln.)/店村眞積(vla.)

プログラムによると第3幕の序奏から演奏
されている

2005/12/02

NHKホール

#1556
C

コウト、イルジー

ブラームス

ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

ヘルムヒェン、マルティン(pf.)

2008/11/05

サントリーホール

#1631
B

コウト、イルジー

パウエル、イルジー

ファゴット協奏曲

岡崎耕治(fg.)

2008/11/05

サントリーホール

#1631
B

コウト、イルジー

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

2008/11/15

NHKホール

#1632
A

コウト、イルジー

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

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/11/15

NHKホール

#1632
A

コウト、イルジー

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 (演奏会形
式)

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

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

2008/11/21

NHKホール

#1633
C

コウト、イルジー

ショスタコーヴィチ

交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

2017/06/14

NHKホール

コープマン、トン

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

第3回 水曜 夜のクラシック
第3回 水曜 夜のクラシック

ワトソン、リンダ(イゾルデ)/エーベル
ツ、アルフォンス(トリスタン)/バルト
ヴィンソン、マグヌス(国王マルケ)/
マーンケ、クラウディア(ブランゲー
ネ)/木村俊光(メロート)

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring
第2幕は682小節～1002小節をカットして
演奏

エーベルレ、ヴェロニカ(vln.)

2017/06/14

NHKホール

コープマン、トン

モーツァルト、W.A.

シュッツ、カール・ハインツ(fl.)/バル
フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299
ツェライト、シャルロッテ(hrp.)

2017/06/14

NHKホール

コープマン、トン

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

第3回 水曜 夜のクラシック

モーツァルト、W.A.

アイネ・クライネ・ナハトムジーク ト長調 K.525：
第1楽章

第3回 水曜 夜のクラシック

2017/06/14

NHKホール

コープマン、トン

1981/12/04

NHKホール

#856 C コシュラー、ズデニェク

シュターミッツ、J.

交響曲 変ホ長調

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」

1981/12/16

NHKホール

#858 A コシュラー、ズデニェク

コホウテク

祝典序曲

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

1981/12/16

NHKホール

#858 A コシュラー、ズデニェク

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

1981/12/21

NHKホール

コシュラー、ズデニェク

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1981/12/21

NHKホール

コシュラー、ズデニェク

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

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

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

1985/01/23

NHKホール

#950 B コシュラー、ズデニェク

シューベルト

交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1985/01/23

NHKホール

#950 B コシュラー、ズデニェク

バルトーク

2つの映像 作品10

1985/01/23

NHKホール

#950 B コシュラー、ズデニェク

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

1985/01/25

NHKホール

#951 C コシュラー、ズデニェク

ワインベルガー

歌劇「バグパイプ吹きのシュワンダ」：ポルカと
フーガ

1985/01/25

NHKホール

#951 C コシュラー、ズデニェク

ブルッフ

スコットランド幻想曲 作品46

1985/01/25

NHKホール

#951 C コシュラー、ズデニェク

プロコフィエフ

歌劇「3つのオレンジへの恋」：行進曲 / スケル
ツォ

1985/01/25

NHKホール

#951 C コシュラー、ズデニェク

プロコフィエフ

交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131

1955/10/05放送

不詳

コステラネッツ、アンドレ

ウェーバー

舞踏への勧誘 作品65

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
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」

1955/10/05放送

不詳

コステラネッツ、アンドレ

シュトラウス、リヒャルト

歌劇「ばらの騎士」：円舞曲

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1955/10/05放送

不詳

コステラネッツ、アンドレ

ケイ、ハーシー

土曜日の夜

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1955/10/05放送

不詳

コステラネッツ、アンドレ

カーン、ジェローム

ミュージカル・コメディー「ショー・ボート」 の音楽

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1967/04/26

東京文化会館

#484 A 近衛秀麿

バッハ、J.S.

組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

1967/04/26

東京文化会館

#484 A 近衛秀麿

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1967/04/26

東京文化会館

#484 A 近衛秀麿

レーガー

祖国への序曲 作品140

1967/05/03

東京文化会館

#485 B 近衛秀麿

バルトーク

ヴァイオリン協奏曲 第2番

1967/05/03

東京文化会館

#485 B 近衛秀麿

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1978/05/31

NHKホール

#753 A 小林研一郎

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

1978/05/31

NHKホール

#753 A 小林研一郎

ファリャ

交響的印象「スペインの庭の夜」

1978/05/31

NHKホール

#753 A 小林研一郎

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1978/06/03

NHKホール

小林研一郎

メンデルスゾーン

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1978/06/03

NHKホール

小林研一郎

ショパン

ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

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」

シフ、アンドラーシュ(pf.)

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

徳永二男(vln.)

大野亮子(pf.)

潮田益子(vln.)

デ・ラローチャ、アリシア(pf.)

遠藤郁子(pf.)

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

1980/01/19

NHKホール

小林研一郎

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

1980/01/19

NHKホール

小林研一郎

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」

1980/01/19

NHKホール

小林研一郎

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2007/04/18
2007/04/18

東京文化会館
東京文化会館

小林研一郎
小林研一郎

バルトーク
ベルリオーズ

ヴァイオリン協奏曲 第1番
幻想交響曲 作品14

2014/05/16

NHKホール

#1782
C

コボス、ヘスス・ロペス

ハルフテル

第1旋法によるティエントと皇帝の戦い

2014/05/16

NHKホール

#1782
C

コボス、ヘスス・ロペス

ラロ

チェロ協奏曲 ニ短調

モーザー、ヨハネス（vlc.）

2014/05/16

NHKホール

#1782
C

コボス、ヘスス・ロペス

ファリャ

バレエ音楽「三角帽子」

林美智子（mez.sop.）

1976/10/10放送

不詳

小松一彦

篠原眞

25人の器楽奏者のためのエガリザシオン

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1976/10/10放送

不詳

小松一彦

近藤譲

鳥楽器の役割

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1980/01/16

NHKホール

#799 A コンドラシン、キリル

リャードフ

交響詩「魔の湖」 作品62

1980/01/16

NHKホール

#799 A コンドラシン、キリル

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

1980/01/16

NHKホール

#799 A コンドラシン、キリル

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1980/01/25

NHKホール

#800 C コンドラシン、キリル

プロコフィエフ

組曲「キージェ中尉」 作品60

1980/01/25

NHKホール

#800 C コンドラシン、キリル

ショスタコーヴィチ

バレエ組曲「ボルト」組曲第1番 作品27a：第1番
/ 第2番 / 第3番/ 第4番 / 第5番/ 第8番

1980/01/25

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」

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

1980/01/30

NHKホール

#801 B コンドラシン、キリル

バルトーク

ピアノ協奏曲 第3番

1980/01/30

NHKホール

#801 B コンドラシン、キリル

プロコフィエフ

交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

第53回青少年のためのプロムナード・コン
サート
中村紘子(pf.)

竹澤恭子(vln.)

中村紘子(pf.)

オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

第53回青少年のためのプロムナード・コン
サート
第53回青少年のためのプロムナード・コン
サート
東京文化会館公演
東京文化会館公演

