
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1991/11/29 NHKホール
#1157
C

ナザレス、ダニエル ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲

1991/11/29 NHKホール
#1157
C

ナザレス、ダニエル レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1991/11/29 NHKホール
#1157
C

ナザレス、ダニエル ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1991/12/05 サントリーホール ナザレス、ダニエル モーツァルト、W.A.
アヴェ・ヴェルム・コルプス
K.618

小林英之(org.)/国立音楽大学
(chor.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ
～モーツァルト葬送～

1991/12/05 サントリーホール ナザレス、ダニエル モーツァルト、W.A. レクイエム K.626

マティス、エディット(sop.)/永井和子
(alt.)/スウェンセン、ロバート(ten.)/
ペルトゥージ、ミケーレ(br.&bs.)/小林
英之(org.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ
～モーツァルト葬送～

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー
ムソルグスキー(ストコフス
キー)

歌劇「ホヴァンシチナ」：第4幕への間奏曲

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー ベルク ヴァイオリン協奏曲 シャハム、ギル(vln.)

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー 近藤譲 桑 サウスバンク・センター委嘱

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー
ムソルグスキー(ストコフス
キー)

組曲「展覧会の絵」

1991/01/06 NHKホール 沼尻竜典 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 第17回若い芽のコンサート

1995/01/16 サントリーホール 沼尻竜典 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 清水和音(pf.)
20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1995/01/16 サントリーホール 沼尻竜典 バッハ、J.S.
2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV1043

千住真理子(vln.)/小林美恵
(vln.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1995/01/16 サントリーホール 沼尻竜典 モーツァルト、W.A.
フルートとハープのための協奏曲 ハ長調
K.299：第1楽章

佐久間由美子(fl.)/吉野直子
(hrp.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

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

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

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

1997/06/28 サントリーホール 沼尻竜典 新実徳英 焔の螺旋
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow1997プレトーク(18:15～)：
湯浅譲二/新実徳英/沼尻竜典(司会)

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

戸田弥生(vln.)

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

2008/07/06 サントリーホール 沼尻竜典 マーラー
こどもの不思議な角笛：ラインの伝説 / 高い知
性への賛歌

河野克典(br.)
新・歌物語vol.10「マーラーの世界」河野克
典バリトン・リサイタル

2008/07/06 サントリーホール 沼尻竜典 マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)
新・歌物語vol.10「マーラーの世界」河野克
典バリトン・リサイタル

2008/07/06 サントリーホール 沼尻竜典 マーラー 交響曲「大地の歌」：「告別」 河野克典(br.)
新・歌物語vol.10「マーラーの世界」河野克
典バリトン・リサイタル

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 N響「夏」2007

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ 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」 ゴルラッチ、アレクセイ(pf.) N響「夏」2007

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

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ ブラームス ハンガリー舞曲：第4番 N響「夏」2007

1978/12/01 NHKホール #766 C ノイマン、ヴァーツラフ スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲

1978/12/01 NHKホール #766 C ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 塩川悠子(vln.)

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

1978/12/07 NHKホール #767 A ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

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

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

1978/12/13 NHKホール #768 B ノイマン、ヴァーツラフ スメタナ 交響詩「わが祖国」

1984/12/05 NHKホール #946 A ノイマン、ヴァーツラフ グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

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

1984/12/05 NHKホール #946 A ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1984/12/12 NHKホール #947 B ノイマン、ヴァーツラフ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
伊原直子(alt.)/上野学園大学音楽
学部(chor.)/国立音楽大学附属小学
校(children'schor.)

合唱指揮：島塚光/尾原敏子

1984/12/14 NHKホール #948 C ノイマン、ヴァーツラフ ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲

1984/12/14 NHKホール #948 C ノイマン、ヴァーツラフ ビゼー
「アルルの女」組曲 第1番 / 第2番：前奏曲 / カ
リヨン / 田園曲 / ファランドール

第2番の編曲者はエルネスト・ギロー

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

1984/12/22 NHKホール ノイマン、ヴァーツラフ バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第6番 変ロ長調
BWV1051

1984/12/22 NHKホール ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

河原洋子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/勝部太(br.)/
国立音楽大学(chor.)

1986/11/07 NHKホール
#1004
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1986/11/07 NHKホール
#1004
C

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



1986/11/13 NHKホール
#1005
A

ノイマン、ヴァーツラフ スメタナ 交響詩「わが祖国」

1986/11/19 NHKホール
#1006
B

ノイマン、ヴァーツラフ マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

1986/11/19 NHKホール
#1006
B

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

1990/11/09 NHKホール
#1124
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46

1990/11/09 NHKホール
#1124
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72

1990/11/15 NHKホール
#1125
A

ノイマン、ヴァーツラフ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1990/11/21 NHKホール
#1126
B

ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ミンツ、シュロモ(vln.)

1990/11/21 NHKホール
#1126
B

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

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

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

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

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

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

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

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

ノセダ、ジャナンドレア ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2005/02/23 サントリーホール
#1537
B

ノセダ、ジャナンドレア ウェーベルン パッサカリア 作品1

2005/02/23 サントリーホール
#1537
B

ノセダ、ジャナンドレア コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 カヴァコス、レオニダス(vln.)

2005/02/23 サントリーホール
#1537
B

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

2008/10/17 NHKホール
#1629
C

ノセダ、ジャナンドレア スメタナ 交響詩「ハーコン・ヤール」 作品16

2008/10/17 NHKホール
#1629
C

ノセダ、ジャナンドレア ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107 ディンド、エンリコ(vlc.)

2008/10/17 NHKホール
#1629
C

ノセダ、ジャナンドレア 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」

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ NHK音楽祭

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 チャン、サラ(vln.) NHK音楽祭

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 NHK音楽祭

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

NHK音楽祭

2008/10/29 サントリーホール
#1630
B

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

2008/10/29 サントリーホール
#1630
B

ノセダ、ジャナンドレア レスピーギ ブルレスカ 作品59

2008/10/29 サントリーホール
#1630
B

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ(レスピーギ) 5つの練習曲「音の絵」

2012/02/17 NHKホール
#1722
C

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

2012/02/17 NHKホール
#1722
C

ノセダ、ジャナンドレア カゼッラ 交響曲 第2番 ハ短調 作品12

2012/02/22 サントリーホール
#1723
B

ノセダ、ジャナンドレア ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第2番 ト短調 作品126 ディンド、エンリコ(vlc.)

2012/02/22 サントリーホール
#1723
B

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

2015/01/10 NHKホール
#1799
A

ノセダ、ジャナンドレア フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2015/01/10 NHKホール
#1799
A

ノセダ、ジャナンドレア プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
ガヴリリュク、アレクサンダー
(pf.)

2015/01/10 NHKホール
#1799
A

ノセダ、ジャナンドレア ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2015/01/16 NHKホール
#1800
B

ノセダ、ジャナンドレア リムスキー・コルサコフ 組曲「見えない町キーテジの物語」

2015/01/16 NHKホール
#1800
B

ノセダ、ジャナンドレア 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 エーネス、ジェームズ(vln.)

2015/01/16 NHKホール
#1800
B

ノセダ、ジャナンドレア ムソルグスキー（ラヴェル） 組曲「展覧会の絵」

2015/01/21 サントリーホール
#1801
C

ノセダ、ジャナンドレア リスト 交響詩「レ・プレリュード」

2015/01/21 サントリーホール
#1801
C

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ロマノフスキー、アレクサンダー（pf.）

2015/01/21 サントリーホール
#1801
C

ノセダ、ジャナンドレア カゼッラ 交響曲 第3番 作品63

2018/11/09 NHKホール 1897C ノセダ、ジャナンドレア ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 アリス・紗良・オット(pf.)

2018/11/09 NHKホール 1897C ノセダ、ジャナンドレア プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」から

2018/11/14 サントリーホール 1898B ノセダ、ジャナンドレア レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲

2018/11/14 サントリーホール 1898B ノセダ、ジャナンドレア ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第1番 ハ長調 アフナジャリャン、ナレク(vlc.)

2018/11/14 サントリーホール 1898B ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2006/07/08 東京オペラシティ ノット、ジョナサン メーソン
ライトハウス・オブ・イングラン ド・アンド・ウェー
ルズ

日本初演
MusicTomorrow2006プレトーク(15:20～)：
猿谷紀郎/白石美雪(司会)

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

小川明子(mez.sop.)

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

2006/07/08 東京オペラシティ ノット、ジョナサン リゲティ サンフランシスコ・ポリフォニー
MusicTomorrow2006プレトーク(15:20～)：
猿谷紀郎/白石美雪(司会)



2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 原田敬子 エコー・モンタージュ

2009年第57回尾高賞受賞
MusicTomorrow2009
プレトーク(18:20～)：原田敬子/斉木由美/
藤倉大/白石美雪(司会)

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

ＮＨＫ委嘱世界初演
MusicTomorrow2009
プレトーク(18:20～)：原田敬子/斉木由美/
藤倉大/白石美雪(司会)

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 藤倉大 secret forest

紀尾井ホール・いずみホール共同委嘱
2009年第57回尾高賞受賞
MusicTomorrow2009
プレトーク(18:20～)：原田敬子/斉木由美/
藤倉大/白石美雪(司会)

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン リゲティ ヴァイオリン協奏曲 (1992) 庄司紗矢香(vln.)
MusicTomorrow2009プレトーク(18:20～)：
原田敬子/斉木由美/藤倉大/白石美雪
(司会)

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン ストラヴィンスキー 管楽器のための交響曲

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン 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 庄司紗矢香(vln.)

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン ドビュッシー 交響詩「海」

2011/02/16 サントリーホール
#1696
B

ノット、ジョナサン ペルト ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌

2011/02/16 サントリーホール
#1696
B

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

日本初演

2011/02/16 サントリーホール
#1696
B

ノット、ジョナサン ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調 作品141

2006/11/05 NHKホール ノリントン、ロジャー モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

2006/11/05 NHKホール ノリントン、ロジャー エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 石坂団十郎(vlc.)

2006/11/05 NHKホール ノリントン、ロジャー モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2006/11/10 NHKホール
#1581
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 庄司紗矢香(vln.)

2006/11/10 NHKホール
#1581
C

ノリントン、ロジャー ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲 第5番 ニ短調

2011/04/16 NHKホール
#1697
A

ノリントン、ロジャー エルガー エレジー 作品58

東日本大震災の犠牲者を追悼しての献
奏。当初プログラムに含まれていなかった
エルガーの《エレジー》が冒頭で献奏され
た

2011/04/16 NHKホール
#1697
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

2011/04/16 NHKホール
#1697
A

ノリントン、ロジャー エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2011/04/22 NHKホール
#1698
C

ノリントン、ロジャー マーラー 花の章 マーラー没後100年

2011/04/22 NHKホール
#1698
C

ノリントン、ロジャー マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)
マーラー没後100年バリトンは当初予定さ
れていたディートリヒ・ヘンシェル(br.)から
河野克典(br.)に変更

2011/04/22 NHKホール
#1698
C

ノリントン、ロジャー マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 マーラー没後100年

2011/04/27 サントリーホール
#1699
B

ノリントン、ロジャー 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

2011/04/27 サントリーホール
#1699
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2011/04/27 サントリーホール
#1699
B

ノリントン、ロジャー 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」 ヘルムヒェン、マルティン(pf.)

2012/04/14 NHKホール
#1724
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

2012/04/14 NHKホール
#1724
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
ヘルムヒェン、マルティン(pf.)/エーベ
ルレ、ヴェロニカ(vln.)/石坂団十郎
(vlc.)

2012/04/14 NHKホール
#1724
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2012/04/20 NHKホール
#1725
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2012/04/20 NHKホール
#1725
C

ノリントン、ロジャー ティペット 交響曲 第1番

2012/04/20 NHKホール
#1725
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

2012/04/25 サントリーホール
#1726
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

2012/04/25 サントリーホール
#1726
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 河村尚子(pf.)

2012/04/25 サントリーホール
#1726
B

ノリントン、ロジャー ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2012/12/22 NHKホール ノリントン、ロジャー ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

バラインスキ、クラウディア(sop.)/ヘ
ルツェル、ウルリケ(alt.)/成田勝美
(ten.)/ボーク、ロバート(br.)/国立音
楽大学
(chor.)

合唱指導：田中信昭/永井宏

2013/10/09 サントリーホール
#1763
B

ノリントン、ロジャー グルック (ワーグナー) 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

2013/10/09 サントリーホール
#1763
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19 レヴィン、ロバート(pf.)

2013/10/09 サントリーホール
#1763
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ブリテン 夜想曲 作品60 ギルクリスト、ジェームズ(ten.)
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 4つの海の間
奏曲 作品33a

ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy



2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/25 NHKホール
#1765
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/25 NHKホール
#1765
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 フォークト、ラルス(pf.)
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/25 NHKホール
#1765
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2014/10/18 NHKホール
#1790
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第1番 作品138

2014/10/18 NHKホール
#1790
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ピエモンテージ、フランチェスコ（pf.）

2014/10/18 NHKホール
#1790
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2014/10/24 NHKホール
#1791
C

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

2014/10/24 NHKホール
#1791
C

ノリントン、ロジャー シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944


