
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1976/12/01 NHKホール #706 A ライトナー、フェルディナント バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

1976/12/01 NHKホール #706 A ライトナー、フェルディナント 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」

1976/12/01 NHKホール #706 A ライトナー、フェルディナント ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死

1976/12/01 NHKホール #706 A ライトナー、フェルディナント シュトラウス、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

1976/12/08 NHKホール #707 B ライトナー、フェルディナント マーラー 亡き子をしのぶ歌 ソウクポヴァー、ヴェラ(alt.)

1976/12/08 NHKホール #707 B ライトナー、フェルディナント シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1976/12/15 NHKホール ライトナー、フェルディナント ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲
第6回N響ゴールデンポップスライトナー／
フデチェク特別演奏会

1976/12/15 NHKホール ライトナー、フェルディナント ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 フデチェク、ヴァーツラフ(vln.)
第6回N響ゴールデンポップスライトナー／
フデチェク特別演奏会

1976/12/15 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
第6回N響ゴールデンポップスライトナー／
フデチェク特別演奏会

1976/12/17 NHKホール #708 C ライトナー、フェルディナント ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲

1976/12/17 NHKホール #708 C ライトナー、フェルディナント シュポーア(シュミッツ) フルート協奏曲 イ短調 マイゼン、パウル(fl.)
シュミッツがヴァイオリン協奏曲第8番をフ
ルート協奏曲に編曲

1976/12/17 NHKホール #708 C ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1976/12/22 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ジュポルトヴァ、エヴァ(sop.)/ソウク
ポヴァー、ヴェラ(alt.)/プルシビル、
ヴィレーム(ten.)/ベルマン、カレル
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1979/02/14 NHKホール #772 A ライトナー、フェルディナント 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

1979/02/14 NHKホール #772 A ライトナー、フェルディナント 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」

1979/02/21 NHKホール #773 B ライトナー、フェルディナント ブラームス ドイツ･レクイエム 作品45
曽我栄子(sop.)/芳野靖夫(br.)
/国立音楽大学(chor.)

1979/02/23 NHKホール #774 C ライトナー、フェルディナント シューマン、ローベルト ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 江藤俊哉(vln.)

1979/02/23 NHKホール #774 C ライトナー、フェルディナント 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)

1979/03/01 東京文化会館 ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 都民芸術フェスティバル

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

都民芸術フェスティバル

1979/03/03 神奈川県民ホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲
第17回N響ゴールデンポップス 中村紘子・
ライトナー

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

第17回N響ゴールデンポップス 中村紘子・
ライトナー

1979/03/03 神奈川県民ホール ライトナー、フェルディナント シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
第17回N響ゴールデンポップス 中村紘子・
ライトナー

1981/03/06 NHKホール #835 C ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3
曽我栄子(sop.)/鈴木寛一(ten.)/芳
野靖夫(br.)/晋友会(chor.)

合唱指揮：関屋晋

1981/03/11 NHKホール #836 A ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト 組曲「町人貴族」 作品60

1981/03/11 NHKホール #836 A ライトナー、フェルディナント ハルトマン 交響曲 第6番

1981/03/14 NHKホール ライトナー、フェルディナント メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21 第27回N響ゴールデンポップス

1981/03/14 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第27回N響ゴールデンポップス

1981/03/18 NHKホール #837 B ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1981/03/18 NHKホール #837 B ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
ツァハリアス、クリスティアン
(pf.)

1983/06/17 NHKホール #902 C ライトナー、フェルディナント ヴィニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22 ローザンド、アーロン(vln.)

1983/06/17 NHKホール #902 C ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1983/06/22 NHKホール #903 B ライトナー、フェルディナント 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

1983/06/22 NHKホール #903 B ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

フィッシャー、アニー(pf.)

1983/06/22 NHKホール #903 B ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1983/06/29 NHKホール #904 A ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

1983/06/29 NHKホール #904 A ライトナー、フェルディナント ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ヴェレット、イレーナ(pf.)

1983/06/29 NHKホール #904 A ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1983/07/06 NHKホール #905 B ライトナー、フェルディナント ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

1983/07/06 NHKホール #905 B ライトナー、フェルディナント ヒンデミット 室内音楽 作品36-3 潮田益子(vln.)

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

1983/07/07 NHKホール #906 C ライトナー、フェルディナント ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1983/07/07,08 NHKホール #906 C ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第7番 ハ長調 Hob.I-7
「昼」

1983/07/07,08 NHKホール #906 C ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲



1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント 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 潮田益子(vln.)

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257

1986/05/07 NHKホール #991 A ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1986/05/07 NHKホール #991 A ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント ウェーバー クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 作品73 浜中浩一(cl.)

1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント ラヴェル ボレロ

1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント ワーグナー、リヒャルト
楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートのライン
の旅 /ジークフリートの葬送行進曲

1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント シュトラウス、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

1986/05/14 NHKホール #993 B ライトナー、フェルディナント 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

マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1986/05/14 NHKホール #993 B ライトナー、フェルディナント ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1988/12/18 サントリーホール ライトナー、フェルディナント ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 徳永二男(vln.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/12/18 サントリーホール ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/12/18 サントリーホール ライトナー、フェルディナント シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/12/22 NHKホール ライトナー、フェルディナント 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.)

1990/10/07 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.
セレナード ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥル
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
ザルツブルクの庭園にて

1990/10/07 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.
2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ ハ
長調 K.190

漆原啓子(vln.)/漆原朝子(vln.)
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
ザルツブルクの庭園にて

1990/10/07 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」
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
ザルツブルクの庭園にて

1990/10/12 NHKホール
#1121
C

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

1990/10/12 NHKホール
#1121
C

ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1990/10/18 NHKホール
#1122
A

ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72 (演奏会形式)

プロチュカ、ヨゼフ(フロレスタン)
/レッペル、カルメン(レオノーレ)
/カンネン、ギュンター・フォン(ドン・ピ
ツァロ)/多田羅迪夫(ドン・フェルナン
ド)/高橋啓三(ロッコ)
/古嵜靖子(マルツェリーネ)/川上洋
司(ヤキーノ)/吉田浩之(第1の囚
人)/宇野徹哉(第2の囚人)/二期会
合唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋文

1990/10/24 NHKホール
#1123
B

ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第98番 変ロ長調 Hob.I-98

1990/10/24 NHKホール
#1123
B

ライトナー、フェルディナント 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

漆原啓子(vln.)/フカチョヴァー、ミカ
エラ(vlc.)

『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ヴァイオリン
独奏がヨセフ・スークJosefSukであった
が、漆原啓子に変更

1990/10/24 NHKホール
#1123
B

ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1990/11/01 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 交響曲 第28番 ハ長調 K.200

1990/11/01 サントリーホール ライトナー、フェルディナント 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 工藤重典(fl.)/吉野直子(hrp.)

1990/11/01 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486

亀田真由美(歌手ヘルツ夫人)/
蒲原史子(歌手ジンバークラン
グ嬢)/近藤伸政(歌手フォーゲルザ
ンク)/大島幾雄(俳優ブッフ)

プログラムに「バリトン歌手・福島明也は、
都合により出演できなくなりました代わりに
大島幾雄が出演」との挟み込みあり

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー リャードフ アポカリプスから 作品66

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ジルベルシュテイン、リリヤ(pf.)

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1994/02/10 NHKホール
#1224
A

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

1994/02/10 NHKホール
#1224
A

ラザレフ、アレクサンダー ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー ラヴェル スペイン狂詩曲

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー クルーセル クラリネット協奏曲 ヘ短調 作品5 ライスター、カール(cl.)

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー スクリャービン
交響曲 第3番 ハ長調 作品43
「神聖な詩」

1984/11/03
洗足学園大学 前
田ホール

ラハバリ、アレクサンダー ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 田崎悦子(pf.)

1984/11/03
洗足学園大学 前
田ホール

ラハバリ、アレクサンダー リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 徳永二男(vln.)

1984/11/03
洗足学園大学 前
田ホール

ラハバリ、アレクサンダー エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1 徳永二男(vln.)



1984/11/07 NHKホール #943 A ラハバリ、アレクサンダー ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1984/11/07 NHKホール #943 A ラハバリ、アレクサンダー リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 徳永二男(vln.)

1984/11/14 NHKホール #944 B ラハバリ、アレクサンダー シェーンベルク 清められた夜 作品4

1984/11/14 NHKホール #944 B ラハバリ、アレクサンダー ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 シュミット、アンネローゼ(pf.)

1984/11/16 NHKホール #945 C ラハバリ、アレクサンダー ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1984/11/16 NHKホール #945 C ラハバリ、アレクサンダー ジョリヴェ ピアノ協奏曲 「赤道協奏曲」 コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

1984/11/16 NHKホール #945 C ラハバリ、アレクサンダー ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー
こどもの不思議な角笛：魚に説教するパドバの
聖アントニオ / 原光

伊原直子(alt.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

ウェーバー(マーラー) 歌劇「3つのピント」：間奏曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー
こどもの不思議な角笛：トランペットが美しく鳴り
響くところ / ラインの伝説

伊原直子(alt.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

2009/02/13 NHKホール
#1641
C

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

2009/02/13 NHKホール
#1641
C

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

2005/04/20 サントリーホール
#1540
B

リットン、アンドリュー 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」
フェルツマン、ウラディーミル
(pf.)

2005/04/20 サントリーホール
#1540
B

リットン、アンドリュー シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2008/10/04 NHKホール
#1628
A

リットン、アンドリュー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2008/10/04 NHKホール
#1628
A

リットン、アンドリュー シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 クーパー、イモジェン(pf.)

2008/10/04 NHKホール
#1628
A

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

1986/10/26
ゆうぽうと簡易保
険ホール

リュッベン、ヘルマンジョセ
フ

シュトラウス、ヨハン(2世) トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
第17回NTT～バイエル男声合唱団を迎え
て

2010/12/22 NHKホール リリング、ヘルムート ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ウィルソン、タマラ(sop.)/シントラム、
ダニエラ(alt.)/ウォルティヒ、ドミニク
(ten.)/ナジ、ミヒャエル(br.)/国立音
楽大学(chor.)

ベートーヴェン「第9」演奏会

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

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ 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.) N響「夏」2001～音楽の魔法～

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

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版) N響「夏」2001～音楽の魔法～

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ 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」2001～音楽の魔法～

2004/11/19 NHKホール
#1527
C

ルイージ、ファビオ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ツェートマイアー、トーマス(vln.)

2004/11/19 NHKホール
#1527
C

ルイージ、ファビオ レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

2004/11/19 NHKホール
#1527
C

ルイージ、ファビオ ドビュッシー 交響詩「海」

2004/11/24 サントリーホール
#1528
B

ルイージ、ファビオ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ゲルナー、ネルソン(pf.)

2004/11/24 サントリーホール
#1528
B

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

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

2008/07/18 NHKホール ルイージ、ファビオ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 N響「夏」2008

2008/07/18 NHKホール ルイージ、ファビオ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93：第2楽章 N響「夏」2008

2014/01/15 サントリーホール
#1773
B

ルイージ、ファビオ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

2014/01/15 サントリーホール
#1773
B

ルイージ、ファビオ ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

2014/01/25 NHKホール
#1774
A

ルイージ、ファビオ オルフ カトゥリ・カルミナ

エルトマン、モイツァ(sop.)/リッパー
ト、ヘルベルト(ten.)/東京混声合唱
団(chor.)/梅田朋子(pf.)/楠本由紀
(pf.)/成田良子(pf.)/野間春美(pf.)

合唱指揮：松井慶太

2014/01/25 NHKホール
#1774
A

ルイージ、ファビオ オルフ カルミナ・ブラーナ

エルトマン、モイツァ(sop.)/オリ
ヴァー、ティモシー(ten.)/マルクヴァ
ルト、マルクス(br.)/東京混声合唱団
(chor.)/東京藝術大学(chor.)/東京
少年少女合唱隊(childrenchor.)

合唱指揮：松井慶太(東京混声合唱団)/阿
部純(東京藝術大学合唱団)/長谷川久恵
(東京少年少女合唱隊)

2017/04/15 NHKホール
#1858
A

ルイージ、ファビオ アイネム カプリッチョ 作品2

2017/04/15 NHKホール
#1858
A

ルイージ、ファビオ メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ズナイダー、ニコライ(vln.)

2017/04/15 NHKホール
#1858
A

ルイージ、ファビオ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2017/04/21 NHKホール
#1859
C

ルイージ、ファビオ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ラナ、ベアトリーチェ(pf.)

2017/04/21 NHKホール
#1859
C

ルイージ、ファビオ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2020/1/22 サントリーホール 1932B ルイージ、ファビオ ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

2020/1/22 サントリーホール 1932B ルイージ、ファビオ シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 オポライス、クリスティーネ(sop.)

2020/1/22 サントリーホール 1932B ルイージ、ファビオ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40（初版）



1966/12/06 東京文化会館 #476 A ルッチ、ニコラ ピツェッティ 「エディプス王」への3つの交響前奏曲

1966/12/06 東京文化会館 #476 A ルッチ、ニコラ リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1966/12/06 東京文化会館 #476 A ルッチ、ニコラ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1966/12/13 東京文化会館 #477 B ルッチ、ニコラ ヴィヴァルディ 四季 作品8 堀伝(vln.)

1966/12/13 東京文化会館 #477 B ルッチ、ニコラ フランク 交響的変奏曲 三浦みどり(pf.)

1966/12/13 東京文化会館 #477 B ルッチ、ニコラ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1970/10/02 東京厚生年金会館 #545 B ルッチ、ニコラ モーツァルト、W.A. レクイエム K.626

片野坂栄子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/
丹羽勝海(ten.)/芳野靖夫(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/東京
少年少女合唱隊(chor.)

1958/04/05 不詳
ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

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「立体音楽堂」

1958/04/05 不詳
ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543：第3楽章 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1958/04/05 不詳
ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

ブレンダ、ハストン 愉快なファランドール ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1958/04/05 不詳
ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の 踊り ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1964/09/11 東京文化会館 #449 ルンプフ、アレクサンダー ベルク ヴァイオリン協奏曲 豊田耕児(vln.)

1964/09/11 東京文化会館 #449 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1964/09/16 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/09/16 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー バッハ、J.S. 組曲 第2番 ロ短調 BWV1067 吉田雅夫(fl.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/09/16 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/12/09 東京文化会館 #451 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1964/12/10 東京文化会館 #451 ルンプフ、アレクサンダー 諸井誠 ヴァイオリンとオーケストラのための「協奏組曲」 江藤俊哉(vln.) 1963年度第12回尾高賞受賞

1964/12/10 東京文化会館 #451 ルンプフ、アレクサンダー ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1964/12/25 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ヘラー スウェーリンク変奏曲

1964/12/25 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/栗本尊子(alt.)
/藤沼明彦(ten.)/栗林義信(br.)/国
立音楽大学(chor.)/NHK東京放送合
唱団(chor.)

1965/02/04,05,06 東京文化会館 #453 ルンプフ、アレクサンダー ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 協奏交響曲 変ロ長調 Hob.I-105
堀伝(vln.)/徳永健一郎(vlc.)/
丸山盛三(ob.)/山畑馨(fg.)

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

1965/02/15 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 岡村リエ(pf.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/02/15 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー オネゲル 交響曲 第5番 「3つのレ」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

1965/02/25? 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
同年3月2日録音の可能性あり

1965/03/02 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー スメタナ 交響詩「モルダウ」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス アンダンテ・フェスティヴォ

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 江藤俊哉(vln.)

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1965/03/16 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

1965/04/03 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1965/04/03 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ベネデッティ・ミケランジェリ、アル
トゥーロ(pf.)

1965/04/13 東京文化会館 #455 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1965/04/13 東京文化会館 #455 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 松浦豊明(pf.)

1965/04/22 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー バッハ、J.S. 組曲 第1番 ハ長調 BWV1066
録音日は1965年4月22日となっているが、
別日の可能性あり

1965/04/22 東京文化会館 ルンプフ、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 潮田益子(vln.)
録音日は1965年4月22日となっているが、
別日の可能性あり

1965/04/30 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 アラウ、クラウディオ(pf.) クラウディオ・アラウ／N響臨時演奏会

1965/05/11 札幌市民会館 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

7

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

1965/05/19 宮城県民会館 ルンプフ、アレクサンダー 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

1965/05/19 宮城県民会館 ルンプフ、アレクサンダー ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作 品77 潮田益子(vln.)

1965/05/19 宮城県民会館 ルンプフ、アレクサンダー ブラームス ハンガリー舞曲：第6番 / 第5番

1965/05/31 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
ベネデッティ・ミケランジェリ、アル
トゥーロ(pf.)

録音日は1965年5月31日となっているが、
同年4月3日の可能性あり

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

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

1965/06/08 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

ケンプ、ウィルヘルム
録音日は1965年6月8日となっているが、
同年6月3日の可能性あり

1965/06/08 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲 ケンプ、ウィルヘルム
録音日は1965年6月8日となっているが、
別日の可能性あり

1965/06/27 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー バッハ、J.S. 組曲 第1番 ハ長調 BWV1066

1965/06/28 東京文化会館 #457 ルンプフ、アレクサンダー シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20
録音日は1965年6月28日となっているが、
別日の可能性あり



1965/06/28 東京文化会館 #457 ルンプフ、アレクサンダー バルトーク オーケストラのための協奏曲
録音日は1965年6月28日となっているが、
別日の可能性あり

1965/07/22放送 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲
録音日不明
同年4月2日の可能性あり

1965/07/22放送 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー スメタナ
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

録音日不明
第455回定期公演の可能性あり

2017/06/09 東京オペラシティ レネス、ローレンス 岸野末利加
／オーケストラのための「シェイズ・オブ・オー
カー」

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2017

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

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

2017/06/09 東京オペラシティ レネス、ローレンス 一柳慧
交響曲 第10番 ― さまざまな想い出の中に ―
岩城宏之の追憶に（2016）

第65回尾高賞受賞作品
MusicTomorrow2017

2017/06/09 東京オペラシティ レネス、ローレンス 池辺晋一郎
シンフォニーX「次の時代のために」（2015）［第
65回尾高賞受賞作品］

第65回尾高賞受賞作品
MusicTomorrow2017

1957/04/03 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」公開収録

1957/05/05放送 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム 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ラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/05/05放送 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 園田高弘(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/08/11放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム パーセル 歌劇「ディドーとエネアス」

福沢アクリヴィ(ディドー)/ルティル
デ・ベッシュ(ベリンダ)/柴田睦陸(エ
ネアス)/大橋国一(魔法使い)/戸田
政子(第一の魔女)/三枝喜美子(第
二の魔女)/毛利純子(侍女)/浜田尚
子(精霊)/宮本正(水夫)/二期会合唱
団、東京放送合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/09/01放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/10/12
共立講堂（千代田
区）

ロイブナー、ウィルヘルム ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ギレリス、エミール(pf.)

1957/10/12
共立講堂（千代田
区）

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

1957/11/24 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム 黛敏郎 カンパノロジー（後の涅槃交響曲 第1楽章） ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/11/24 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム 間宮芳生
「朳 (えんぶり)」オーケストラの ための2つのタブ
ロー

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/01/25 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」公開収録

1958/01/25 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、ヨハン(2世) トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」公開収録

1958/02/01 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム 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「立体音楽堂　フルニエ、ドア
イヤン　Ｎ響特別演奏会」

1958/02/01 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 フルニエ、ジャン(vln,)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　フルニエ、ドア
イヤン　Ｎ響特別演奏会」

1958/02/01 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ドワイアン、ジネット(pf.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　フルニエ、ドア
イヤン　Ｎ響特別演奏会」

1958/03/09放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ブラームス
ワルツ「愛の歌」 作品52：第1番、第2番、第4番、
第6番、第5番、第11番、第8番、第9番

東京放送合唱団(chor.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「ボエーム」：私の名はミミ（戸田政子） 戸田政子(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「ボエーム」：ムゼッタのワルツ 伊藤京子(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ
歌劇「トスカ」：この時を待っていた、歌に生き恋
に生き

ランドゥ、アンナ(sop.)/セッシ、ローラ
ンド(br.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「トスカ」：星はきらめき カンバーニス、ジャニス(ten.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：愛の二重唱 柴田喜代子(sop.)/柴田睦陸(ten.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に 砂原美智子(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：かわいい坊や 福沢アクリヴィ
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」：私のお父さん ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：氷のような姫君の心も 大谷冽子(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂　プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/05/04放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」

松内和子(ヘンゼル)/柴田喜代子
(グレーテル)/秋元雅一朗(父)/大熊
文子(母)/三枝喜美子(魔女)/平林深
汐(眠りの精)/滝沢三重子(暁の精)/
東京放送合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1958/06/22放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」
戸田政子(sop.)/柴田睦陸(ten.)/川
崎静子(alt.)/宮原卓也(br.)

ＮＨＫラジオ「歌劇の夕べ」

1958/07/06放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1958/07/20放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ヘンデル 合奏協奏曲 ト短調 作品6-6
武内智子、岩切博（ｖｌｎ）/藤本英雄
（ｖｌｃ）

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/07/20放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 園田高弘(pf.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」



1958/12/21放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」

戸田政子(トゥーランドット)/宮本正
(王子カラフ)/薗田誠一(アルトゥム
王)/大橋国一(ティムウル)/伊藤京
子(リュー)/大賀典雄(ピン)/石井昭
彦(パン)/布施隆治(ポン)/小島琢磨
(役人)/高田信男(ペルシャの王)/東
京放送合唱団、藤原歌劇団合唱
部、東京児童合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「歌劇の夕べ」

1959/01/01放送 不詳 ロイブナー、ウィルヘルム 作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽 ＮＨＫラジオ「新春希望音楽会」

1959/01/21 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム シューベルト ロザムンデ D.797：序曲
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ロイブナー送別演奏会

1959/01/21 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム モーツァルト、W.A. モテット「踊れ 喜べ 幸いなる魂よ」K.165 ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ロイブナー送別演奏会

1963/12/05 東京文化会館 #442 ロイブナー、ウィルヘルム モーツァルト、W.A. 2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365
デムス、イェルク(pf.)/バドゥラ・スコ
ダ、パウル(pf.)

1963/12/05? 東京文化会館 #442 ロイブナー、ウィルヘルム ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

1963/12/11 杉並公会堂 ロイブナー、ウィルヘルム バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068 ニューイヤーコンサート

1963/12/11 杉並公会堂 ロイブナー、ウィルヘルム ブラームス ワルツ「愛の歌」 作品52 ニューイヤーコンサート

1963/12/11 杉並公会堂 ロイブナー、ウィルヘルム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88 ニューイヤーコンサート

1963/12/19
都市センター ホー
ル

ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、リヒャルト 歌劇「ばらの騎士」 作品59：ワルツ NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/12/19
都市センター ホー
ル

ロイブナー、ウィルヘルム 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 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/12/19
都市センター ホー
ル

ロイブナー、ウィルヘルム 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 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/12/25 東京文化会館 ロイブナー、ウィルヘルム ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)/
木村宏子(alt.)/布施隆治(ten.)
/中山悌一(br.)/国立音楽大学
(chor.)/東京放送合唱団(chor.)

1964/01/13 東京文化会館 #443 ロイブナー、ウィルヘルム シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」

石井昭彦(アイゼンシュタイン)/ベッ
シュ、ルティルデ(ロザリンデ)/平野
忠彦(フランク)/栗本尊子(オルロフ
スー公)/中村健(アルフレート)/立川
澄人(ファルケ)/吉岡巌(ブリント)/戸
田政子(アデーレ)/中村邦子(イー
ダ)/二期会(chor.)

1964/01/19 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム シューベルト ロザムンデ D.797：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/01/19 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/01/19 NHKホール(旧) ロイブナー、ウィルヘルム シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1951/06/06放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1956/03/14 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ スメタナ 交響詩「ボヘミアの牧場と森から」
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ローゼンストック特別演奏会

1956/03/14 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ローゼンストック特別演奏会

1956/03/14 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ローゼンストック特別演奏会

1956/11/28 不詳 ローゼンストック、ジョセフ ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」 ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1956/12/26,27 日比谷公会堂 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/川崎静子(alt.)/五十
嵐喜芳(ten.)/伊藤宣行(br.)/国立音

1957/01/13放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ レオンカヴァルロ 組曲「道化師」 作品26 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1957/02/03放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1957/03/03放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A. 交響曲 第33番 変ロ長調 K.319 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1957/03/17放送 不詳 ローゼンストック、ジョセフ バルトーク 歌劇「青ひげ公の城」 作品11
伊藤京子(ユーディット)/中山悌一
(青ひげ)/永井智雄(narr.)

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1957/03/22 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ ゴトヴァツ、ヤコブ 交響的コロ舞曲
ＮＨＫラジオ「ローゼンストック告別演奏会」
公開収録

1957/03/22 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

ＮＨＫラジオ「ローゼンストック告別演奏会」
公開収録

1957/03/22 NHKホール(旧) ローゼンストック、ジョセフ 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
ＮＨＫラジオ「ローゼンストック告別演奏会」
公開収録

1972/12/02 東京文化会館 #589 A ローゼンストック、ジョセフ ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1972/12/19 東京文化会館 ローゼンストック、ジョセフ
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」

1972/12/19 東京文化会館 ローゼンストック、ジョセフ
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

1972/12/19～21,24 東京文化会館 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中沢桂(sop.)/荒道子(alt.)/丹羽勝海
(ten.)/岡村喬生(br.)/国立音楽大学
(chor.)

1977/02/04 NHKホール #712 C ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A. 交響曲 第33番 変ロ長調 K.319

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

1977/02/16 NHKホール #714 B ローゼンストック、ジョセフ ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」：序曲

1977/02/16 NHKホール #714 B ローゼンストック、ジョセフ ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

1977/02/19 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A. 3台のピアノのための協奏曲 ヘ長調 K.242
安川加寿子(pf.)/深沢亮子(pf.)
/ローゼンストック、ジョセフ(pf.)

第7回N響ゴールデンポップス

1977/02/19 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥 第7回N響ゴールデンポップス



1977/02/23 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

N響創立50周年記念管弦楽の夕べ

1977/02/23 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ モーツァルト、W.A.
歌劇「イドメネオ」 バレエ音楽
K.367

N響創立50周年記念管弦楽の夕べ

1977/02/23 NHKホール ローゼンストック、ジョセフ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 N響創立50周年記念管弦楽の夕べ

2014/12/21 NHKホール ロト、フランツ・グザヴィエ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

安藤赴美子（sop.）/山下牧子（alt.）/
福井敬（ten.）/甲斐栄次郎（bs.）/国
立音楽大学（chor.）

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第93番 ニ長調 Hob.I-93

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド ヴァレーズ 積分 (アンテグラル)

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド モーツァルト、W.A. モテット「踊れ、喜べ、幸いな魂よ」 K.165 森麻季(sop.)

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19

2000/05/17 サントリーホール
#1407
B

ロバートソン、デーヴィッド シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

2000/05/17 サントリーホール
#1407
B

ロバートソン、デーヴィッド シュニトケ ヴァイオリン協奏曲 第4番 諏訪内晶子(vln.)

2000/05/17 サントリーホール
#1407
B

ロバートソン、デーヴィッド ヤナーチェク シンフォニエッタ

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル 新実徳英 協奏的交響曲～エラン・ヴィ タール～ 木村かをり(pf.&celesta)

2007年第55回尾高賞受賞
MusicTomorrow2007
プレトーク(15:20～)：新実徳英/金
子仁美/白石美雪(司会)

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル マントヴァーニ タイム・ストレッチ～ジェズアルドの作品を下地に
日本初演
MusicTomorrow2007プレトーク(15:20～)：
新実徳英/金子仁美/白石美雪(司会)

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル 金子仁美 Ｎの二乗 (自然・数)
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2007プレトーク(15:20～)：
新実徳英/金子仁美/白石美雪(司会)

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

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

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

2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル 藤家溪子 ギター協奏曲 第2番 作品60「恋すてふ」 山下和仁(guit.) MusicTomorrow2010

2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル サリネン、アウリス 室内楽 第8番 作品94「木々はみな緑」 ウィスペルウェイ、ピーター(vlc.)
日本初演
MusicTomorrow2010

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

まなざしの根源
日本初演
MusicTomorrow2010

2017/01/18 サントリーホール #1854B ロペス・コボス、ヘスス レスピーギ グレゴリオ風の協奏曲 ダナイローヴァ、アルベナ(vln.)

2017/01/18 サントリーホール #1854B ロペス・コボス、ヘスス レスピーギ 教会のステンドグラス

2017/01/18 サントリーホール #1854B ロペス・コボス、ヘスス レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」


