日付

会場

2003/07/20

定期

指揮者

作曲家

曲名

東京オペラシティ

齋藤一郎

チャイコフスキー

バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66：ワルツ

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20

東京オペラシティ

齋藤一郎

リムスキー・コルサコフ

交響組曲「シェエラザード」 作品35：カレンダー
王子の物語

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20

東京オペラシティ

齋藤一郎

曹元徳(楊立青)

天山牧羊女

マ、シャオフィ(erhu)

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20

東京オペラシティ

齋藤一郎

東儀秀樹

星空につつまれて

東儀秀樹(篳篥)

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20

東京オペラシティ

齋藤一郎

東儀秀樹(野見祐二)

"I am with you"

東儀秀樹(篳篥)

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20

東京オペラシティ

齋藤一郎

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)：こもり歌 / 終
曲

2003/07/20

東京オペラシティ

齋藤一郎

ホーナー＆ジェニングス

Ｍｙ ｈｅａｒｔ ｗｉｌｌ ｇｏ ｏｎ

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
東儀秀樹(篳篥)/マ、シャオフィ(erhu) めのコンサート
司会：中川緑

1956/12/05

旧NHKホール

齋藤秀雄

ボッケリーニ

チェロ協奏曲 変ロ長調

ヘルシャー、ルートヴィヒ(vlc.)

1964/11/10

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ドン・フアン」 作品20

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/10

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第7番 イ長調 作品92

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/10

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「オベロン」：序曲

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「ローエングリン」：前奏曲 /
第3幕への序奏

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

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

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「リエンチ」：序曲

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17?

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1964/11/17?

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、ヨハン(2世)
ング

ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会
録音日は1964年11月17日となっている
が、別日の可能性あり

1964/11/17?

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

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

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会
録音日は1964年11月17日となっている
が、別日の可能性あり

1964/11/29

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ドヴォルザーク
ング

交響曲 第8番 ト長調 作品88

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/29

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ストラヴィンスキー
ング

バレエ音楽「カルタ遊び」

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/29

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

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

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1967/02/09

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「オベロン」：序曲

1967/02/15

フェスティバルホー
ル

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1967/02/22

東京文化会館

#481 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

1967/02/23

東京文化会館

#481 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ドン・フアン」 作品20

1967/02/23

東京文化会館

#481 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1969/03/29

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#520 A
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

1969/03/29

東京文化会館

#520 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第25番 ト短調 K.183

1969/03/29

東京文化会館

#520 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1969/03/29

東京文化会館

#520 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1969/04/04

東京文化会館

#521 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第29番 イ長調 K.201

1969/04/04

東京文化会館

#521 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1969/04/10

東京文化会館

#522 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1969/04/10

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#522 A
ワーグナー、リヒャルト
ング

1969/04/10

東京文化会館

#522 A

#480 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートのライン
の旅
楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートの葬送
行進曲

ソリスト

備考

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

園田高弘(pf.)

グルダ、フリードリヒ(pf.)

ＮＨＫラジオ「希望音楽会」公開収録

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会
録音日は1964年11月17日となっている
が、別日の可能性あり

1969/04/10

東京文化会館

#522 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ラインの黄金」：ワルハラ城への神々の入
場

1969/04/10

東京文化会館

#522 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「リエンチ」：序曲

1969/04/16,17

東京文化会館

#523 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1969/04/17

東京文化会館

#523 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

1969/04/17

東京文化会館

#523 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1970/04/15,16

東京文化会館

#538 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

「エグモント」 作品84：序曲

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/15,16

東京文化会館

#538 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/15,16

東京文化会館

#538 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/20,21

東京文化会館

#539 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/20,21

東京文化会館

#539 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/20,21

東京文化会館

#539 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/25,26

東京文化会館

#540 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

序曲「レオノーレ」 第1番 作品138

ベートーヴェン生誕200年記念ベー トー
ヴェン・シリーズ

1970/04/25,26

東京文化会館

#540 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/25,26

東京文化会館

#540 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/30,05/01 東京文化会館

#541 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

序曲「コリオラン」 作品62

ベートーヴェン生誕200年記念ベー トー
ヴェン・シリーズ

1970/04/30,05/01 東京文化会館

#541 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/30,05/01 東京文化会館

#541 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第7番 イ長調 作品92

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/05/06,07

1970/05/06,07

東京文化会館

#542 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

園田高弘(pf.)

合唱幻想曲 作品80

サヴァリッシュ、ウォルフガング (pf.)
/ 東京混声合唱団(chor.) / 東京放
送合唱団(chor.) / 二期 会(chor.) / ベートーヴェン生誕200年記念ベー トー
日本合唱協会 (chor.) / 藤原歌劇団 ヴェン・シリーズ
合唱部
(chor.)

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

サヴァリッシュ、ウォルフガング(pf.)/
中沢桂(sop.)/伊原直子(alt.)/丹羽勝
海(ten.)/大橋国一(br.)/東京混声合 ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
唱団(chor.)/東京放送合唱団
ヴェン・シリーズ
(chor.)/二期会(chor.)/日本合唱協
会(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)

荘厳ミサ曲 ニ長調 作品123

蒲生能扶子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/
丹羽勝海(ten.)/大橋国一(bs.)/東京
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
混声合唱団(chor.)/東京放送合唱団
ヴェン・シリーズ
(chor.)/二期会(chor.)/日本合唱協
会(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)

東京文化会館

#542 A

1970/05/13,14

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#543 B
ベートーヴェン
ング

1971/04/20,21

東京厚生年金会館 #558 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
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」
ング

1971/04/26,27

東京厚生年金会館 #559 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
交響曲 第92番 ト長調 Hob.I-92
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
ング
「オックスフォード」

1971/05/03

東京厚生年金会館 #560 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第7番 ホ長調

1971/05/08

東京厚生年金会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

N響臨時演奏会

1971/05/08

東京厚生年金会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、ヨハン(2世)
ング

皇帝円舞曲 作品437

N響臨時演奏会

1971/05/29放送

東京厚生年金会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

同年5月8日の録音の可能性あり

1971/05/29放送

東京厚生年金会館 #559 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第2番 ハ長調 作品61

同年4月26,27日の録音の可能性あり

1972/04/25

東京文化会館

#577 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第8番 ハ短調

1972/05/04

東京文化会館

#578 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1972/05/20放送

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年4月19日録音の可能性あり

1972/05/20放送

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

悲劇的序曲 作品81

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年5月4,5日録音の可能性あり

1973/06/08

東京文化会館

#607 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

序曲 ト短調

1973/06/08

東京文化会館

#607 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第5番 変ロ長調

1973/06/12

渋谷公会堂

#608 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1973/06/12

渋谷公会堂

#608 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1973/06/12

渋谷公会堂

#608 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1973/06/17

東京文化会館

#609 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

セレナード ニ長調 K.286 「4つのオーケストラの
ためのノットゥルノ」

1973/06/17

東京文化会館

#609 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ピアノ協奏曲 第12番 イ長調
K.414

1973/06/17

東京文化会館

#609 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

セレナード ニ長調 K.250 「ハフナー」

ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

1973/06/23

NHKホール+E1440

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1973/06/23

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブリクシ
ング

オルガン協奏曲 第1番 ヘ長調

ラインベルガー、イルジー(org.)

新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1973/06/23

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヘンデル
ング

オルガン協奏曲 ヘ長調 作品4-4

ラインベルガー、イルジー(org.)

新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1973/06/23

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1973/06/27

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

大フーガ 変ロ長調 作品133

NHKホール落成記念公演「N響第9の夕
べ」

1973/06/27

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1975/04/23

NHKホール

#658 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1975/04/23

NHKホール

#658 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1975/04/30

NHKホール

#659 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

1975/05/02

NHKホール

#660 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
バッハ、J.S.
ング

ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

1975/05/02

NHKホール

#660 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1975/05/02

NHKホール

#660 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1975/05/07

NHKホール

#661 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ピアノ協奏曲 第13番 ハ長調
K.415

1975/05/07

NHKホール

#661 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1975/05/14

NHKホール

#662 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
マルティヌー
ング

交響曲 第4番

1975/05/14

NHKホール

#662 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
マーラー
ング

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1976/04/30

NHKホール

#688 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

組曲「町人貴族」 作品60

1976/04/30

NHKホール

#688 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
マルタン
ング

小協奏交響曲

1976/04/30

NHKホール

#688 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1976/05/07

NHKホール

#690 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1976/05/07

NHKホール

#690 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1976/05/07

NHKホール

#690 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1976/05/14

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#691 A
ストラヴィンスキー
ング

1976/05/14

NHKホール

#691 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1976/05/21

NHKホール

#693 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

1976/05/21

NHKホール

#693 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

トモワ・シントウ、アンナ(sop.)/荒道
子(alt.)/ウィンクラー、ヘルマン
(ten.)/ヘルマン、ローラント(br.)/東
京藝術大学(chor.)

サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

本荘玲子(harpsi.)/桑島すみれ
(hrp.)/サヴァリッシュ、ウォルフガン
グ(pf.)

3楽章の交響曲

ボレット、ホルヘ(pf.)

フィッシャー・ディースカウ、ディートリ
ヒ(ファウスト&マリアヌス博士)/ヴァ
ラディ、ユリア(グレートヒェン&ざんげ
する女)
/平野忠彦(メフィストフェレス&悪霊&
天使に似た神父)/鈴木寛一(アリエ 日本初演
ル&法悦の神父)/大川隆子(憂い&罪 合唱指導：田中信昭
深き女)/中村邦子(困窮&天使)/荘 練習指揮：中館輝厚
千世恵(マルタ&欠乏&サマリアの
女)/長野羊奈子(罪&栄光の聖母&エ
ジプトのマリア)/高橋大海(瞑想の神
父)/日本プロ合唱連合(chor.)/ひば
り児童合唱団(childrenchor.)

1977/04/29

NHKホール

#721 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

ゲーテのファウストからの情景

1977/05/06

NHKホール

#722 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1977/05/12

NHKホール

#723 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第100番 ト長調 Hob.I-100 「軍隊」
ング

1977/05/12

NHKホール

#723 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ ピアノ協奏曲 ニ長調 Hob.XVIII-11
ング

サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

1978/04/14

NHKホール

#748 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

ポリーニ、マウリツィオ(pf.)

1978/04/14

NHKホール

#748 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1978/04/19

NHKホール

#749 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

1978/04/19

NHKホール

#749 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1978/05/03

NHKホール

#750 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヴォルジシェク
ング

シンフォニア ニ長調

1978/05/03

NHKホール

#750 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベルガー
ング

ロンディーノ・ジョコーゾ

1978/05/03

NHKホール

#750 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ショスタコーヴィチ
ング

交響曲 第8番 ハ短調 作品65

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#779 B
バッハ、J.S.
ング

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
交響曲 第103番 変ホ長調
#779 B
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
ング
Hob.I-103 「太鼓連打」

1979/05/02
1979/05/02

NHKホール落成記念公演「N響第9の夕
べ」

組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

ギレリス、エミール(pf.)

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブリテン
ング

戦争レクイエム 作品66

1979/05/07

東京文化会館

1979/05/11

NHKホール

#780 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1980/03/28

NHKホール

#808 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第8番 ハ短調 (ノヴァーク版)

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#809 C
ベートーヴェン
ング

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1980/04/04

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#809 C
ラヴェル
ング

優雅で感傷的なワルツ

1980/04/04

NHKホール

#809 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ラヴェル
ング

ボレロ

1980/04/09

NHKホール

#810 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第30番 ニ長調 K.202

1980/04/09

NHKホール

#810 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

1980/04/09

NHKホール

#810 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
レーガー
ング

モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

1980/04/16

NHKホール

#811 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

楽劇「サロメ」 作品54：サロメの踊り

1980/04/16

NHKホール

#811 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

家庭交響曲 作品53

1980/04/23

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#812 B
リスト
ング

1980/04/23

NHKホール

#812 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

協奏交響曲 変ホ長調 K.364

1980/04/23

NHKホール

#812 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1980/04/25

NHKホール

#813 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

1980/04/25

NHKホール

#813 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ドヴォルザーク
ング

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1981/04/23

NHKホール

#841 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1981/04/23

NHKホール

#841 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
フランク
ング

交響曲 ニ短調

1981/05/01

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#842 C
ストラヴィンスキー
ング

1981/05/01

NHKホール

#842 C

1981/05/06
1981/05/06

1980/04/04

フィッシャー・ディースカウ、 ディート
リヒ(br.) / ヴァラディ、ユ リア(sop.) /
シュライアー、ペー ター(ten.) / 日本
プロ合唱団連 合(chor.) / 東京荒川
少年少女 合唱隊(children's chor.)

第2回東京音楽祭オープニング・コ ンサー
ト
合唱指揮：田中信明(日本プロ合唱団連
合) / 渡辺顕麿(東京荒川少年少女合唱
隊)

ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

交響詩「レ・プレリュード」
堀正文(vln.)/菅沼準二(Va)

ウーギ、ウート(vln.)

バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

神をたたえる歌 作品52

中沢桂(sop.)/曽我栄子(sop.)/小林
一男(ten.)/東京混声合唱団(chor.)

合唱指揮：北原幸男

東京文化会 館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

ポリーニ、マウリツィオ(pf.)

「第4回東京音楽芸術祭」オープニング・コ
ンサート

東京文化会 館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
リスト
ング

ファウスト交響曲

ポリーニ、マウリツィオ(pf.)/ウィンク
ラー、ヘルマン(ten.)/日本プロ合唱
団連合(chor.)

「第4回東京音楽芸術祭」オープニング・コ
ンサート

木村俊光(ドン・ピツァロ)/ウィンク
ラー、ヘルマン(フロレスタン)/マルト
ン、エーヴァ(レオノーレ)/佐藤征一
郎(ロッコ)/小林一男
(ヤキーノ)/河原洋子(マルツェリー
ネ)/大島幾雄(ドン・フェルナンド)/種
井静夫(囚人I)/渕脇和範(囚人II)/二
期会合唱団(chor.)/二期会オペラ・ス
タジオ研究生(chor.)

演出：鈴木敬介
美術：高田一郎
衣裳：渡辺園子
照明：吉井澄雄
舞台監督：加藤三季夫
合唱指揮：佐藤功太郎
副指揮：手塚幸紀(木村彰宏/岡田司/増
井信貴/北原幸男)
稽古ピアノ：金井紀子/小谷彩子/橋本梢/
梅村栄
演出助手：平尾力哉
美術助手：黒須はな子
衣裳助手：西村和子
舞台監督助手：小栗哲家/菅原多敢弘/笹
木靖寛/大仁田雅彦/佐藤太嘉志
ドイツ語指導：ヨン・ブリック/グドルン・ヴィ
シドロ
プロムプター：高折続
製作担当：原田茂生

管弦楽伴奏(編曲者不明)

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

歌劇「フィデリオ」 作品72

#843 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

NHKホール

#843 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

ああ、裏切り者め作品65

マルトン、エーヴァ(sop.)

NHKホール

#843 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

ヴェーゼンドンクの5つの詩

マルトン、エーヴァ(sop.)

1981/05/20

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#843 B
ワーグナー、リヒャルト
ング

1982/05/06放送

人見記念講堂

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

バレエ音楽「プロメテウスの創 造物」 作品43：序
曲

NHKラジオ「NHKクラシック・ステージ」

1982/05/06放送

人見記念講堂

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

NHKラジオ「NHKクラシック・ステージ」

1982/05/06放送

人見記念講堂

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

NHKラジオ「NHKクラシック・ステージ」

1982/05/12

NHKホール

#871 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

1982/05/12

NHKホール

#871 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ピアノ協奏曲 第6番 変ロ長調
K.238

1982/05/12

NHKホール

#871 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ストラヴィンスキー
ング

幻想的スケルツォ作品3

1982/05/12

NHKホール

#871 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ストラヴィンスキー
ング

詩編交響曲

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#872 B
シュトラウス、リヒャルト
ング

1981/05/14

東京文化会館

1981/05/20

NHKホール

1981/05/20
1981/05/20

1982/05/19

歌劇「リエンチ」：バレエ音楽 /
序曲

バレエ音楽「ヨセフ物語」 作品63

野島稔(pf.)

国立音楽大学(chor.)

1982/05/19

NHKホール

#872 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

ブルレスケ

羽田健太郎(pf.)

1982/05/19

NHKホール

#872 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「英雄の生涯」 作品40

堀正文(vln.)

1982/05/21

NHKホール

#873 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2
ング

河原洋子(sop.)/山路芳久(ten.)/芳
野靖夫(bs.)/田中奈美子(alt.)/松原
混声合唱団(chor.)/三菱商事コーラ
合唱指揮：関屋晋
ス同好会(chor.)/湘南市民コール
(chor.)/早稲田大学コール・フリュー
ゲル(chor.)

1983/04/15

NHKホール

#899 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

アルテンブルガー、クリスティアン
(vln.)

1983/04/15

NHKホール

#899 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1983/04/25

NHKホール

#900 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1983/04/25

NHKホール

#900 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラッハー
ング

パガニーニの主題による変奏曲 作品26

1983/04/25

NHKホール

#900 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1983/04/27

NHKホール

#901 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1984/04/25

NHKホール

#930 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ドン・フアン」 作品20

1984/04/25

NHKホール

#930 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

4つの最後の歌

1984/04/25

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#930 B
ブラームス
ング

1984/04/29

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
プフィッツナー
ング

ハイルブロンのケートヒェン 作品17a：序曲

1984/04/29

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルッフ
ング

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

ムター、アンネ・ゾフィー(vln.)

1984/04/29

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
オルフ
ング

カルミナ・ブラーナ

ポップ、ルチア(sop.)/小林一男
(ten.)/プライ、ヘルマン(br.)/東京藝
日独交歓
術大学(chor.)/東京放送児童合唱団
(childrenchor.)

1984/05/09

NHKホール

#931 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1984/05/09

NHKホール

#931 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

1984/05/09

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#931 A
メンデルスゾーン
ング

1984/05/16

NHKホール

#932 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
リャードフ
ング

交響詩「魔の湖」 作品62

1984/05/16

NHKホール

#932 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
チャイコフスキー
ング

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1984/05/18

NHKホール

#933 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

交響曲 第4番 ハ短調 D.417 「悲劇的」

1984/05/18

NHKホール

#933 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1985/05/08

NHKホール

#961 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1985/05/08

NHKホール

#961 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ノヴァーク版)

1985/05/15

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#962 B
シュトラウス、リヒャルト
ング

1985/05/15

NHKホール

#962 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響的幻想曲「イタリアから」 作品16

1985/05/17

NHKホール

#963 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1985/05/17

NHKホール

#963 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1986/09/17

NHKホール

#997 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ショスタコーヴィチ
ング

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1986/09/19

NHKホール

#998 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1986/09/19

NHKホール

#998 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベルリオーズ
ング

幻想交響曲 作品14

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#999 B
モーツァルト、W.A.
ング

1986/09/24

日独交歓
日独交歓

ウーギ、ウート(vln.)

交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品8

堀正文(vln.)

交響曲 第20番 ニ短調 K.133

1986/09/24

NHKホール

#999 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

変容

1986/09/24

NHKホール

#999 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1986/10/01

NHKホール

#1000( サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
特別) ング

1987/04/24

NHKホール

#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
オネゲル
ング

交響曲 第3番 「礼拝」

NHKホール

#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1987/04/24

ポップ、ルチア(sop.)

セレナード 第1番 ニ長調 作品
11

オラトリオ「エリア」 作品70

差し込み用紙によると、独唱者(ベルント・
ワイケルBerndWeikl)の出演が不可能と
なったため曲目をR.シュトラウスの歌曲3曲
からR.シュトラウス《メタモルフォーゼン
Metamorphosen》に変更
変更前の曲目は下記の通り
2つの大きな歌2grössereGesängeop.44：第
1曲
4つの歌4Gesängeop.33：第3曲/第4曲

ポップ、ルチア(sop.)/曽我栄子
(sop.)/五十嵐郁子(sop.)/ナーフェ、
アリシア(alt.)/荒道子(alt.)
/ザイフェルト、ペーター(ten.)/小林
一男(ten.)/ワイクル、ベルント(bs.)/
福島明也(bs.)/高橋啓三(bs.)/国立
音楽大学(chor.)

サヴァリッシュの意向により、急遽福島氏
が出演した差し込み用紙には「第1部第7
曲の第1バス：福島明也
FUKUSHIMA,Akiya」と記載がある

1987/04/25

NHKホール

#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
オネゲル
ング

交響曲 第3番 「礼拝」

1987/04/25

NHKホール

#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1987/04/30,05/01 NHKホール

#1023
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「死と変容」 作品24

1987/04/30,05/01 NHKホール

#1023
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヒナステラ
ング

ハープ協奏曲 作品25

1987/04/30,05/01 NHKホール

#1023
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1987/05/06

NHKホール

#1024
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I-101 「時計」
ング

1987/05/06

NHKホール

#1024
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第3番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1987/05/17

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

アラウ、N響特別演奏会～ベートーヴェン
の夕べ～

1988/04/25

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1988/04/25

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
リスト
ング

ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

1988/04/25

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
エロルド
ング

歌劇「ザンパ」：序曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヴォルフ･フェラーリ
ング

歌劇「聖母の宝石」：間奏曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
オッフェンバック
ング

喜歌劇「天国と地獄」：序曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

スペイン奇想曲 作品34

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ドヴォルザーク
ング

スラヴ舞曲 第1集 作品46 / 第2集 作品72 - 第
1番 / 第10番 / 第15番

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

歌劇「アラベラ」：第3幕への前奏曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/06

NHKホール

#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

「夏の夜の夢」序曲 作品21

1988/05/06

NHKホール

#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

「夏の夜の夢」 作品61：スケルツォ/ 夜想曲 /
結婚行進曲

1988/05/06

NHKホール

#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
プロコフィエフ
ング

ピアノ協奏曲 第5番 ト長調 作品55

1988/05/06

NHKホール

#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1988/05/07

NHKホール

#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

「夏の夜の夢」序曲 作品21

1988/05/07

NHKホール

#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

「夏の夜の夢」 作品61：スケルツォ/ 夜想曲 /
結婚行進曲

1988/05/07

NHKホール

#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
プロコフィエフ
ング

ピアノ協奏曲 第5番 ト長調 作品55

1988/05/07

NHKホール

#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1988/05/12

NHKホール

#1053
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヒンデミット
ング

交響曲 「画家マチス」

1988/05/12

NHKホール

#1053
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第6番 イ長調 (ノヴァーク版)

1988/05/18

NHKホール

#1054
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
チャイコフスキー
ング

組曲 第3番 ト長調 作品55

1988/05/18

NHKホール

#1054
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1989/04/28

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
マーラー
ング

交響曲 第4番 ト長調

1989/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

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
1989-1991～モーツァルト家三代の音楽
モーツァルトの世界(I)～

1989/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

歌劇「イドメネオ」 バレエ音楽
K.367

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
1989-1991～モーツァルト家三代の音楽
モーツァルトの世界(I)～

1989/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

1989/05/01

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1989/05/05

NHKホール

#1082
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブリテン
ング

青少年の管弦楽入門 作品34

1989/05/05

NHKホール

#1082
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

1989/05/05

NHKホール

#1082
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ドヴォルザーク
ング

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1989/05/17

NHKホール

#1084
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

序曲、スケルツォとフィナーレ作品52

1989/05/17

NHKホール

#1084
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1989/05/17

NHKホール

#1084
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ショスタコーヴィチ
ング

交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

吉野直子(hrp.)

小山実稚恵(pf.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

野島稔(pf.)

野島稔(pf.)

ヴァラディ、ユリア(sop.)

野島稔(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
1989-1991～モーツァルト家三代の
音楽モーツァルトの世界(I)～
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
1989-1991～モーツァルト家三代の音楽
モーツァルトの世界(I)～

パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

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
1989-1991
～モーツァルト家三代の音楽モーツァルト
の世界(I)～

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ディヴェルティメント ニ長調
K.334

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
1989-1991
～モーツァルト家三代の音楽モーツァルト
の世界(I)～

1989/05/21

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

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
1989-1991
～モーツァルト家三代の音楽モーツァルト
の世界(I)～

1990/04/30

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「リエンチ」：序曲

JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/04/30

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ワルキューレ」：ジークムントの愛の歌「冬
ホフマン、ペーター(ten.)
の嵐は過ぎ去り」

JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/04/30

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：優
ホフマン、ペーター(ten.)
勝の歌「朝はばら色に輝き」

JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/04/30

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏

JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/04/30

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「ローエングリン」：はるかな国に

1990/04/30

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
チャイコフスキー
ング

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/05/07

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
アーベル
ング

交響曲 変ホ長調 作品7-6

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
ヨーロッパ諸都市のモーツァルト

1990/05/07

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

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
ヨーロッパ諸都市のモーツァルト

1990/05/07

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
バッハ、J.C.(モーツァルト)
ング

1990/05/07

サントリーホール

1990/05/11

NHKホール

1990/05/11
1990/05/11

1989/05/21

1989/05/21

ホフマン、ペーター(ten.)

JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

ピアノ・ソナタ ニ長調 作品5-2

サヴァリッシュ、ウォルフガング
(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
ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
モーツァルトが、「3つのピアノ協奏曲
K.107：第1番」として編曲

サヴァリッシュ、ウォルフガ
バッハ、J.C.
ング

協奏交響曲 イ長調

徳永二男(vln.)/徳永兼一郎
(vlc.)

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
ヨーロッパ諸都市のモーツァルト

#1112
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

マイスキー、ミーシャ(vlc.)/菅沼準二
(vla.)

NHKホール

#1112
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
デュカス
ング

交響詩｢魔法使いの弟子｣

NHKホール

#1112
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ドビュッシー
ング

夜想曲

1990/05/17

NHKホール

#1113
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1990/05/17

NHKホール

#1113
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1990/05/17

NHKホール

#1113
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1990/05/23

NHKホール

#1114
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
スメタナ
ング

交響詩「わが祖国」

1991/09/27

NHKホール

#1151
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
三善晃
ング

魁響の譜

1991/09/27

NHKホール

#1151
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ピアノ協奏曲 第15番 変ロ長調
K.450

野島稔(pf.)

1991/09/27

NHKホール

#1151
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「英雄の生涯」 作品40

堀正文(vln.)

1991/10/03

NHKホール

#1152
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

交響曲 第2番 変ロ長調 D.125

1991/10/03

NHKホール

#1152
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1991/10/08

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

弦楽のためのアダージョとフーガ ハ短調 K.546

1991/10/08

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

花房晴美(pf.)

1991/10/08

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

アリア「この美しい手で」 K.612

モル、クルト(bs.)

1991/10/08

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

アリア「われ汝に別れを告げん、おお愛しき人
よ、さらば」
K.Anh.245

モル、クルト(bs.)

1991/10/08

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

1991/10/13

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2
ング

1991/10/17

NHKホール

#1153
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーベルン
ング

夏の風の中で

1991/10/17

NHKホール

#1153
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

2つの歌 作品51

モル、クルト(bs.)

1991/10/17

NHKホール

#1153
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

2つの大きな歌 作品44：ノットゥルノ

モル、クルト(bs.)

1991/10/17

NHKホール

#1153
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1994/11/04

NHKホール

#1244
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

1994/11/04

NHKホール

#1244
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1994/11/10

NHKホール

#1245
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

二期会(chor.)

合唱指導：河地良智

ブラウン、ドンナ(sop.)/リッパート、ヘ サントリーホール開館5周年特別コンサー
ルベルト(ten.)/モル、クルト(bs.)/東 ト
京藝術大学(chor.)
サヴァリッシュ&N響『天地創造』(非公開)

ルプー、ラドゥ(pf.)

シフ、アンドラーシュ(pf.)

1994/11/10

NHKホール

#1245
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1994/11/16

NHKホール

#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1994/11/16

NHKホール

#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

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

1994/11/16

NHKホール

#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1994/11/21

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

サントリーホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

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1994-V

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヒンデミット
ング

バレエ音楽「気高い幻想」

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1994/11/21

竹澤恭子(vln.)/ブルネルロ、マリオ
(vlc.)

ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

サントリーホール定期演奏会1994-V

1995/11/11

NHKホール

#1274
C

1995/11/11

NHKホール

#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ロンド「いとしい人よ、心配しないで」 K.490

リッパート、ヘルベルト(ten.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更シェーナとロ
ンドのうち、後半部分のロンドのみが演奏
された

1995/11/11

NHKホール

#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ボアエルデュー
ング

歌劇「白衣の婦人」：来たれ、優 しいきみよ

リッパート、ヘルベルト(ten.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1995/11/11

NHKホール

#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

歌曲集 作品48：なつかしいおも かげ

リッパート、ヘルベルト(ten.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1995/11/11

NHKホール

#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

歌曲集 作品27：あすの朝

リッパート、ヘルベルト(ten.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1995/11/11

NHKホール

#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

歌曲集 作品32：愛の賛歌

リッパート、ヘルベルト(ten.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1995/11/11

NHKホール

#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「死と変容」 作品24

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更
リッパート、ヘルベルト(福音史家)/
多田羅迪夫(イエス)/天羽明惠(ソプ
ラノ・アリア)/レールホルム、マリアン
ネ(アルト・アリア)/ムフ、アルフレート
(バス・アリア/ピラト/ペテロ)/東京藝 合唱指導：八尋和美
術大学(chor.)/若松夏美
(violad'amore)/高田あずみ
(violad'amore)/中野哲也
(violadagamba)/茂木裕子(org.)

1995/11/16

NHKホール

#1275
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
バッハ、J.S.
ング

ヨハネ受難曲 BWV245

1995/11/22

NHKホール

#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
リスト
ング

交響詩「レ・プレリュード」

1995/11/22

NHKホール

#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ドヴォルザーク
ング

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

1995/11/22

NHKホール

#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1997/11/08

NHKホール

#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

イタリア風序曲 ニ長調 D.590

シューベルト生誕200年

1997/11/08

NHKホール

#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

イタリア風序曲 ハ長調 作品170 D.591

シューベルト生誕200年

1997/11/08

NHKホール

#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト(ブラームス)
ング

メムノン 作品6-1 D.541

ハンプソン、トーマス(br.)

シューベルト生誕200年

1997/11/08

NHKホール

#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト(ブラームス)
ング

馭者クロノスに 作品19-1 D.369

ハンプソン、トーマス(br.)

シューベルト生誕200年

1997/11/08

NHKホール

#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト(ブラームス)
ング

ひめごと 作品14-2 D.719

ハンプソン、トーマス(br.)

シューベルト生誕200年

1997/11/08

NHKホール

#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト(ブラームス)
ング

老人の歌 作品60-1 D.778

ハンプソン、トーマス(br.)

シューベルト生誕200年

1997/11/08

NHKホール

#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1997/11/13

NHKホール

#1335
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ドイツ･レクイエム 作品45

1997/11/19

NHKホール

#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1997/11/19

NHKホール

#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

1997/11/19

NHKホール

#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

メンデルスゾーン没後150年

1998/11/05

NHKホール

#1364
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

「マンフレッド」序曲 作品115

オール・シューマン・プログラム

1998/11/05

NHKホール

#1364
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第4番 ニ短調 作品120 (1841年第1稿)

オール・シューマン・プログラム

1998/11/05

NHKホール

#1364
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第2番 ハ長調 作品61

オール・シューマン・プログラム

1998/11/11

サントリーホール

#1365
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

序曲、スケルツォとフィナーレ作品52

オール・シューマン・プログラム

1998/11/11

サントリーホール

#1365
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1998/11/11

サントリーホール

#1365
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1998/11/20

NHKホール

#1366
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

1998/11/20

NHKホール

#1366
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

チェロ協奏曲 イ短調 作品129

1998/11/20

NHKホール

#1366
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1998/11/24

Bunkamura オー
チャードホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

序曲「ヘルマンとドロテア」 作品136

1998/11/24

Bunkamura オー
チャードホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

4本のホルンのための小協奏曲 ヘ長調 作品86

1998/11/24

Bunkamura オー
チャードホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

オーチャード定期

1998/11/24

Bunkamura オー
チャードホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ハンガリー舞曲：第1番

オーチャード定期

ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

シューベルト生誕200年
カウフマン、ジュリー(sop.)/ハンプソ
ン、トーマス(br.)/東京芸術大学
ブラームス没後100年
(chor.)
メンデルスゾーン没後150年
ペスカノフ、マーク(vln.)

ブロンフマン、イェフィム(pf.)

メンデルスゾーン没後150年

オール・シューマン・プログラム
オール・シューマン・プログラム

ブルネルロ、マリオ(vlc.)

オーチャード定期
松﨑裕(hrn.)/樋口哲生(hrn.)/大野
良雄(hrn.)/一色隆雄(hrn.)

オーチャード定期

1999/11/04

NHKホール

#1391
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ドン・フアン」 作品20

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/04

NHKホール

#1391
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

歌劇「インテルメッツォ」から 4つの交響的間奏
曲：旅行前の騒動とワルツの情景

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/04

NHKホール

#1391
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「英雄の生涯」 作品40 (原典版)

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/10

サントリーホール

#1392
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響的幻想曲「イタリアから」 作品16

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/10

サントリーホール

#1392
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 作品86

サントリーホール

#1392
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

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

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19

NHKホール

#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「マクベス」 作品23

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19

NHKホール

#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

歌曲集 作品33：賛歌

ハンプソン、トーマス(br.)

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19

NHKホール

#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

ノットゥルノ 作品44-1

ハンプソン、トーマス(br.)

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19

NHKホール

#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

歌曲集 作品33：巡礼の朝の歌

ハンプソン、トーマス(br.)

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19

NHKホール

#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

夜のさすらい 作品44-2

ハンプソン、トーマス(br.)

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19

NHKホール

#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1999/11/10

松﨑裕(hrn.)

～R.シュトラウス没後50年～

～R.シュトラウス没後50年～
ロータリング、ヤン・ヘンドリク(bs.)/
ツィーザク、ルート(sop.)/天羽明惠
(sop.)/リポヴシェク、マリアーナ
(alt.)/阪口直子(alt.)
N響創立75周年・サントリーホール開場15
/リッパート、ヘルベルト(ten.)/櫻田 周年記念
亮(ten.)/今尾滋(bs.)/東京藝術大学
(chor.)/東京少年少女合唱隊
(childrenchor.)

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

オラトリオ「エリア」 作品70

#1442
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ストラヴィンスキー
ング

バレエ音楽「カルタ遊び」

NHKホール

#1442
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ ワーグナー、リヒャルト(ヘン
ヴェーゼンドンクの5つの詩
ング
ツェ)

2001/10/18

NHKホール

#1442
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2001/10/26

NHKホール

#1443
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ドン・フアン」 作品20

2001/10/26

NHKホール

#1443
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

2001/10/26

NHKホール

#1443
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第7番 イ長調 作品92

2001/10/31

サントリーホール

#1444
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ドヴォルザーク
ング

交響曲 第8番 ト長調 作品88

2001/10/31

サントリーホール

#1444
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヒンデミット
ング

ヴァイオリン協奏曲

2001/10/31

サントリー ホール

#1444
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

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

2002/10/30

サントリーホール

#1471
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

オピッツ、ゲアハルト(pf.)

2002/10/30

サントリーホール

#1471
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

ミサ曲 第5番 変イ長調 D.678

天羽明惠(sop.)/白土里香(alt.)
/望月哲也(ten.)/青戸知(bs.)/
二期会(chor.)

2002/11/09

NHKホール

#1472
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

2002/11/09

NHKホール

#1472
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

2002/11/09

NHKホール

#1472
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2002/11/14

NHKホール

#1473
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

サヴァリッシュN響公演デビュー・プログラ
ム

2002/11/14

NHKホール

#1473
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「英雄の生涯」 作品40 (原典版)

サヴァリッシュN響公演デビュー・プログラ
ム

2004/11/03

サントリーホール

#1525
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

序曲、スケルツォとフィナーレ作品52

2004/11/03

サントリーホール

#1525
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
イベール
ング

フルート協奏曲

2004/11/03

サントリーホール

#1525
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2004/11/13

NHKホール

#1526
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第35番 変ロ長調 Hob.I-35
ング

2004/11/13

NHKホール

#1526
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブリテン
ング

ヴァイオリン協奏曲 作品15

2004/11/13

NHKホール

#1526
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1995/01/28

NHKホール

#1251
C

佐渡裕

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 作品1

1995/01/28

NHKホール

#1251
C

佐渡裕

シュトラウス、リヒャルト

アルプス交響曲 作品64

2005/06/27

東京オペラシティ

佐渡裕

ホルスト

組曲「惑星」 作品32

2003/12/11

NHKホール

#1503
A

ザネッティ、マッシモ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第27番 ト長調 K.199

2003/12/11

NHKホール

#1503
A

ザネッティ、マッシモ

マーラー

交響曲 第5番 嬰ハ短調

2008/06/14

NHKホール

#1622
A

ザネッティ、マッシモ

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

2001/10/12

サントリーホール

2001/10/18

NHKホール

2001/10/18

リポヴシェク、マリアーナ(sop.)

～N響75周年・サヴァリッシュN響デビュー
プログラム～
園田高弘(pf.)

～N響75周年・サヴァリッシュN響デビュー
プログラム～
～N響75周年・サヴァリッシュN響デビュー
プログラム～

ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

白土里香の「土」は土の右上に点合唱指
揮：田中信昭

カヴァコス、レオニダス(vln.)

パユ、エマニュエル(fl.)

ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

中村紘子(pf.)

東京少年少女合唱隊
(femalechor.)/LSTOシニアコア
(femalechor.)

ヘルムヒェン、マルティン(pf.)

第21回〈東京の夏〉音楽祭2005

2008/06/14

NHKホール

#1622
A

ザネッティ、マッシモ

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 / あ る場面 / 朝の
踊り/ マドリガル/ 少女ジュリエット/ 仮面 / ロメ
オとジュリエット/ タイボルトの死 / ロメオとジュ
リエットの別れ / 西 インドのどれい娘の踊り/
ジュリ エットの墓の前のロメオ /ジュリ エットの
死

2008/06/20

NHKホール

#1623
C

ザネッティ、マッシモ

ラヴェル

スペイン狂詩曲

NHKホール

#1623
C

ザネッティ、マッシモ

フォーレ

組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2008/06/20

NHKホール

#1623
C

ザネッティ、マッシモ

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

2008/06/20

NHKホール

#1623
C

ザネッティ、マッシモ

レスピーギ

交響詩「ローマの祭り」

2008/06/25

サントリーホール

#1624
B

ザネッティ、マッシモ

モーツァルト、W.A.

歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

2008/06/25

サントリーホール

#1624
B

ザネッティ、マッシモ

モーツァルト、W.A.

アリア「だれが知っているでしょ う､私のいとしい
人の苦しみを」
ラルソン、リサ(sop.)
K.582

2008/06/25

サントリーホール

#1624
B

ザネッティ、マッシモ

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

ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25

サントリーホール

#1624
B

ザネッティ、マッシモ

モーツァルト、W.A.

アリア「大いなる魂と高貴な心 は」 K.578

ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25

サントリーホール

#1624
B

ザネッティ、マッシモ

シュトラウス、リヒャルト

歌曲集 作品17：セレナード

ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25

サントリーホール

#1624
B

ザネッティ、マッシモ

シュトラウス、リヒャルト

歌曲集 作品56：東から来た三 人の王

ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25

サントリーホール

#1624
B

ザネッティ、マッシモ

シュトラウス、リヒャルト

歌曲集 作品27：あすの朝

ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25

サントリーホール

#1624
B

ザネッティ、マッシモ

シュトラウス、リヒャルト

献身 作品10-1

ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25

サントリーホール

#1624
B

ザネッティ、マッシモ

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

1987/11/01
1987/11/01

NHKホール
NHKホール

サラステ、ユッカ･ペッカ
サラステ、ユッカ･ペッカ

ノルダル
グリーグ

コラリス
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

1987/11/01

NHKホール

サラステ、ユッカ･ペッカ

シベリウス

交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥

ノルディック・フェスティバル

1987/11/01
1987/11/01

NHKホール
NHKホール

サラステ、ユッカ･ペッカ
サラステ、ユッカ･ペッカ

ニルセン
アルヴェーン

交響曲 第4番 作品29 「不滅」
スウェーデン狂詩曲 第1番

ノルディック・フェスティバル
ノルディック・フェスティバル

2004/05/07

NHKホール

#1514
C

サラステ、ユッカ･ペッカ

ブルックナー

交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2004/05/13

NHKホール

#1515
A

サラステ、ユッカ･ペッカ

マーラー

交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

2004/05/19

サントリーホール

#1516
B

サラステ、ユッカ･ペッカ

ストラヴィンスキー

ピアノと管楽器のための協奏曲

ムストネン、オリ(pf.)

2004/05/19

サントリーホール

#1516
B

サラステ、ユッカ･ペッカ

ストラヴィンスキー

カプリッチョ

ムストネン、オリ(pf.)

2004/05/19

サントリーホール

#1516
B

サラステ、ユッカ･ペッカ

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2015/05/09

NHKホール

#1808
A

サラステ、ユッカ･ペッカ

シベリウス

「クレオマ」－「鶴のいる情景」作品44第2、「カン
ツォネッタ」作品62a、「悲しいワルツ」作品44第1

2015/05/09

NHKホール

#1808
A

サラステ、ユッカ･ペッカ

バルトーク

ヴァイオリン協奏曲 第2番

2015/05/09

NHKホール

#1808
A

サラステ、ユッカ･ペッカ

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1988/09/02,03

NHKホール

#1058
C

サロネン、エサ･ペッカ

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

姜東錫(vln.)

1988/09/02,03

NHKホール

#1058
C

サロネン、エサ･ペッカ

マーラー

交響曲 第4番 ト長調

釜洞祐子(sop.)

1988/09/08

NHKホール

#1059
A

サロネン、エサ･ペッカ

メシアン

トゥランガリラ交響曲

クロスリー、ポール(pf.)/原田節
(ondesMartenot)

1988/09/14

NHKホール

#1060
B

サロネン、エサ･ペッカ

ストラヴィンスキー

組曲「プルチネルラ」 (1949年版)

1988/09/14

NHKホール

#1060
B

サロネン、エサ･ペッカ

チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

1988/09/14

NHKホール

#1060
B

サロネン、エサ･ペッカ

ニルセン

交響曲 第5番 作品50

1990/01/12

NHKホール

#1100
C

サロネン、エサ･ペッカ

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1990/01/12

NHKホール

#1100
C

サロネン、エサ･ペッカ

モン(シェーンベルク)

チェロ協奏曲 ニ長調

1990/01/12

NHKホール

#1100
C

サロネン、エサ･ペッカ

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」

1990/01/18

NHKホール

#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第22番 変ホ長調 Hob.I-22 「哲学者」

1990/01/18

NHKホール

#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：私は鳥刺し
/ 恋人か女房があればいいが

1990/01/18

NHKホール

#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もうあんたの勝ち
ベア、オラフ(br.)
だと言ったな― ため息をついている間に

1990/01/18

NHKホール

#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ

モーツァルト、W.A.

歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588：彼の苦しみを
ベア、オラフ(br.)
見てください

1990/01/18

NHKホール

#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ

モーツァルト、W.A.

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：ドン・ジョヴァン
ニのセレナード「窓辺にいでよ」

1990/01/18

NHKホール

#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「火の鳥」 (1910年版)

NHKホール

#1102
B

サロネン、エサ･ペッカ

マーラー

交響曲 第3番 ニ短調

伊原直子(alt.)/二期会(chor.)/
東京少年少女合唱隊(chor.)

NHKホール

#1475
C

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

東誠三(pf.)

2008/06/20

1990/01/24
2002/12/07

サロネン、エサ･ペッカ

シェーヤ、スタファン(pf.)

ノルディック・フェスティバル
ノルディック・フェスティバル

バラーティ、クリストフ(vln.)

漆原朝子(vln.)

木越洋(vlc.)

ベア、オラフ(br.)

ベア、オラフ(br.)

合唱指導：河地良智/長谷川冴子

2002/12/07

NHKホール

#1475
C

サロネン、エサ･ペッカ

ショスタコーヴィチ

ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35

2002/12/07

NHKホール

#1475
C

サロネン、エサ･ペッカ

バルトーク

組曲「中国の不思議な役人」 作品19

2001/11/08

NHKホール

#1445
A

サンティ、ネルロ

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

ワーグナーの夕べ

2001/11/08

NHKホール

#1445
A

サンティ、ネルロ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

ワーグナーの夕べ

2001/11/08

NHKホール

#1445
A

サンティ、ネルロ

チャイコフスキー

交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

ワーグナーの夕べ

サントリーホール

#1446
B

サンティ、ネルロ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「リエンチ」：序曲

ワーグナーの夕べ

2001/11/14

サントリーホール

#1446
B

サンティ、ネルロ

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

ワーグナーの夕べ

2001/11/14

サントリーホール

#1446
B

サンティ、ネルロ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲 /
第3幕への序奏

ワーグナーの夕べ

2001/11/14

サントリーホール

#1446
B

サンティ、ネルロ

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

ワーグナーの夕べ

2001/11/14

サントリーホール

#1446
B

サンティ、ネルロ

ワーグナー、リヒャルト

舞台神聖祭典劇「パルシファル」：聖金曜日の不
思議

ワーグナーの夕べ

2001/11/14

サントリーホール

#1446
B

サンティ、ネルロ

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

ワーグナーの夕べ

2001/11/14

サントリーホール

#1446
B

サンティ、ネルロ

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

ワーグナーの夕べ

2001/11/14

サントリー ホール

#1446
B

サンティ、ネルロ

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ワルキューレ」：ワルキューレの騎行

ワーグナーの夕べ

2001/11/18

NHK大阪ホール

サンティ、ネルロ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「リエンチ」：序曲

2001/11/18

NHK大阪ホール

サンティ、ネルロ

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

2001/11/18

NHK大阪ホール

サンティ、ネルロ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲 /
第3幕への序奏

2001/11/18

NHK大阪ホール

サンティ、ネルロ

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

2001/11/18

NHK大阪ホール

サンティ、ネルロ

ワーグナー、リヒャルト

舞台神聖祭典劇「パルシファル」：聖金曜日の不
思議

2001/11/18

NHK大阪ホール

サンティ、ネルロ

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

2001/11/18

NHK大阪ホール

サンティ、ネルロ

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

2001/11/18

NHK大阪ホール

サンティ、ネルロ

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ワルキューレ」：ワルキューレの騎行

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ナブッコ」：序曲

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ナブッコ」：ユダヤの神よ

チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ジャンヌ・ダルク」：おお運命の森よ

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「仮面舞踏会」：おまえこそ心を汚すもの

チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ルイザ・ミラー」：序曲

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ルイザ・ミラー」：お前顔色が悪く悲しそうだ マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/
な
チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「レニャーノの戦い」：序曲

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「レニャーノの戦い」：何度死を願ったことで マルフィージ、アドリアーナ
しょう
(sop.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：無慈悲な神の命ずるままに

ヴェルディの夕べ

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：バレエ音楽

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「トロヴァトーレ」：静かな夜

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲

2001/11/23

NHKホール

#1447
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：ヴァレリー嬢ですか？

マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/
チェブリアン、ジョルジョ(br.)

2003/05/22

NHKホール

#1488
A

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

レクイエム

マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/ム
ラゾワ、ヤーナ(alt.)/ソルマン、ミロ
(ten.)/デ・グランディス、フランコ
(bs.)/二期会合唱団(chor.)

2003/05/28

サントリーホール

#1489
B

サンティ、ネルロ

ロッシーニ

歌劇「絹のはしご」：序曲

2003/05/28

サントリーホール

#1489
B

サンティ、ネルロ

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I-101 「時計」

2003/05/28

サントリーホール

#1489
B

サンティ、ネルロ

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

2003/05/28

サントリーホール

#1489
B

サンティ、ネルロ

レスピーギ

交響詩「ローマの祭り」

2004/09/12

Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「ルイザ・ミラー」：序曲

オーチャード定期第31回

2004/09/12

Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：第3幕への前奏曲

オーチャード定期第31回

2004/09/12

Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲

オーチャード定期第31回

2004/09/12

Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

オーチャード定期第31回

2004/09/18

NHKホール

#1520
A

サンティ、ネルロ

ロッシーニ

歌劇「ウィリアム・テル」：序曲

2004/09/18

NHKホール

#1520
A

サンティ、ネルロ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

2004/09/18

NHKホール

#1520
A

サンティ、ネルロ

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2004/09/24

NHKホール

#1521
C

サンティ、ネルロ

ロッシーニ

歌劇「シンデレラ」：序曲

2001/11/14

トラーゼ、アレクサンドル(pf.)/
関山幸弘(trp.)

ヴェルディの夕べ

チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

ヴェルディの夕べ
ヴェルディの夕べ
ヴェルディの夕べ

2004/09/24

NHKホール

#1521
C

サンティ、ネルロ

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

2004/09/24

NHKホール

#1521
C

サンティ、ネルロ

スメタナ

交響詩「モルダウ」

2004/09/24

NHKホール

#1521
C

サンティ、ネルロ

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

2004/09/29

サントリーホール

#1522
B

サンティ、ネルロ

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」

2004/09/29

サントリーホール

#1522
B

サンティ、ネルロ

パガニーニ

常動曲 作品11

サントリーホール

#1522
B

サンティ、ネルロ

マルトゥッチ

ノットゥルノ 作品70-1

2004/09/29

サントリーホール

#1522
B

サンティ、ネルロ

マルトゥッチ

ノヴェレッテ 作品82-2

2004/09/29

サントリーホール

#1522
B

サンティ、ネルロ

ロッシーニ

歌劇「セミラーミデ」：序曲

2004/10/03

NHKホール

サンティ、ネルロ

ロッシーニ

歌劇「シンデレラ」：序曲

NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2004/10/03

NHKホール

サンティ、ネルロ

ロッシーニ

歌劇「セミラーミデ」：序曲

NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2004/10/03

NHKホール

サンティ、ネルロ

ロッシーニ

歌劇「ウィリアム・テル」：序曲

NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2004/10/03

NHKホール

サンティ、ネルロ

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2004/10/03

NHKホール

サンティ、ネルロ

ブラームス

ハンガリー舞曲：第5番

NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

マスカーニ

歌劇「仮面」：序曲

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

マスカーニ

歌劇「わが友フリッツ」：涙と苦しみしか残らない

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

チレーア

歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」：私は神のい マルフィージ、アドリアーナ
やしいしもべで す
(sop.)

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

レオンカヴァルロ

歌劇「道化師」：間奏曲

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

プッチーニ

歌劇「マノン・レスコー」：華やかに着飾っても

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

プッチーニ

歌劇「ボエーム」：さようなら

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

プッチーニ

歌劇「妖精ヴィッリ」：間奏曲「妖精たちの踊り」

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

プッチーニ

歌劇「トゥーランドット」：お聞きく ださい

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

プッチーニ

歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07

サントリーホール

#1557
B

サンティ、ネルロ

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2005/12/10

横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ

マスカーニ

歌劇「仮面」：序曲

横浜定期演奏会

2005/12/10

横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ

レオンカヴァルロ

歌劇「道化師」：間奏曲

横浜定期演奏会

2005/12/10

横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ

プッチーニ

歌劇「妖精ヴィッリ」：間奏曲「妖精たちの踊り」

横浜定期演奏会

2005/12/10

横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

横浜定期演奏会

2004/09/29

サンティ、ネルロ

モーツァルト、W.A.

歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2006/11/18

NHKホール

#1582
A

2006/11/18

NHKホール

#1582
A

サンティ、ネルロ

モーツァルト、W.A.

歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：岩のように動かずに

2006/11/18

NHKホール

#1582
A

サンティ、ネルロ

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

2006/11/18

NHKホール

#1582
A

サンティ、ネルロ

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：楽しい思い出はど マルフィージ、アドリアーナ
こへ
(sop.)

2006/11/18

NHKホール

#1582
A

サンティ、ネルロ

モーツァルト、W.A.

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

2006/11/18

NHKホール

#1582
A

サンティ、ネルロ

モーツァルト、W.A.

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：何というふしだら マルフィージ、アドリアーナ
な/ あの恩知 らずは約束を破って
(sop.)

2006/11/18

NHKホール

#1582
A

サンティ、ネルロ

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：恋とはどんなもの マルフィージ、アドリアーナ
かしら
(sop.)

2006/11/18

NHKホール

#1582
A

サンティ、ネルロ

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2007/11/09

NHKホール

#1604
A

サンティ、ネルロ

プッチーニ

歌劇「ボエーム」 (演奏会形式)

2007/11/16

NHKホール

#1605
C

サンティ、ネルロ

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」

2007/11/16

NHKホール

#1605
C

サンティ、ネルロ

チャイコフスキー

歌劇「エフゲーニ・オネーギン」 作品24：ポロ
ネーズ

2007/11/16

NHKホール

#1605
C

サンティ、ネルロ

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

2007/11/21

サントリーホール

#1606
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第1番 作品138

2007/11/21

サントリーホール

#1606
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2007/11/21

サントリーホール

#1606
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

2007/11/26
2007/11/26

NHKホール
NHKホール

サンティ、ネルロ
サンティ、ネルロ

ドビュッシー
マスカーニ

交響詩「海」
歌劇「イリス」：太陽の賛歌

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/ザ
ナルディ、パトリツィア(sop.)/エン
シーナス、イグナシオ(ten.)/ヴェネ
字幕付合唱指揮：佐藤宏(二期会合唱団)
ツィア、ステファノ(br.)/吉原輝(br.)/
合唱指揮：長谷川久恵(東京少年少女合
ルジツキ、グレゴル(bs.)/ルメッツ、
唱隊)
パオロ(bs.)/二期会合唱団(chor.)/東
京少年少女合唱隊(children's
chor.)

新国立劇場合唱団(chor.)

NHK音楽祭
NHK音楽祭

2007/11/26

NHKホール

サンティ、ネルロ

プッチーニ

歌劇「蝶々夫人」：ハミング・ コーラス / 間奏曲

新国立劇場合唱団(chor.)

NHK音楽祭

2007/11/26

NHKホール

サンティ、ネルロ

プッチーニ

歌劇「トゥーランドット」：斧をとげ
/ 月への祈り「月はまだ出ない のか」

新国立劇場合唱団(chor.)

NHK音楽祭

2007/11/26
2007/11/26
2007/11/26

NHKホール
NHKホール
NHKホール

サンティ、ネルロ
サンティ、ネルロ
サンティ、ネルロ

ヴェルディ
ヴェルディ
ボロディン

歌劇「オテロ」：喜びの炎よ
歌劇「オテロ」：バレエ音楽
歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

新国立劇場合唱団(chor.)

NHK音楽祭
NHK音楽祭
NHK音楽祭

2007/11/26

NHKホール

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「アイーダ」：エジプトとイジスの神に栄光あ
新国立劇場合唱団(chor.)
れ

2009/11/14

NHKホール

#1658
A

サンティ、ネルロ

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

2009/11/14

NHKホール

#1658
A

サンティ、ネルロ

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

2009/11/14

NHKホール

#1658
A

サンティ、ネルロ

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2009/11/20

NHKホール

#1659
C

サンティ、ネルロ

レスピーギ

交響詩「ローマの噴水」

2009/11/20

NHKホール

#1659
C

サンティ、ネルロ

レスピーギ

森の神々

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2009/11/20

NHKホール

#1659
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：柳の歌「泣きぬれて野のはてに
ただひとり」

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2009/11/20

NHKホール

#1659
C

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「オテロ」：アヴェ・マリア

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2009/11/20

NHKホール

#1659
C

サンティ、ネルロ

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2009/11/25

サントリーホール

#1660
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

2009/11/25

サントリーホール

#1660
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

2009/11/25

サントリーホール

#1660
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

新国立劇場合唱団(chor.)

NHK音楽祭

2010/10/15

NHKホール

#1682
A

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「アイーダ」 (演奏会形式)

ルーフィ、フラノ(bs.)/パスクアリー
ニ、セレーナ(mez.sop.)/マルフィー
ジ、アドリアーナ(sop.)/パーク、サン
合唱指揮：河原哲也
ドロ(ten.)ルジツキ、グレゴル(bs.)/ル
開催曜日・時刻が通常と異なる
メッツ、パオロ(br.)/松村英行(ten.)
/大隅智佳子(sop.)/二期会合唱団
(chor.)

2010/10/22

NHKホール

#1683
C

サンティ、ネルロ

ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

堤剛(vlc.)

2010/10/22

NHKホール

#1683
C

サンティ、ネルロ

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

2010/10/27

サントリーホール

#1684
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2010/10/27

サントリーホール

#1684
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

サントリーホール

#1684
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2010/10/27

ルメッツ、パオロ(シモン)/マルフィー
ジ、アドリアーナ(アメリア)
/ルジツキ、グレゴル(フィエスコ)/
合唱指揮：河原哲也
パーク、サンドロ(ガブリエレ)/吉原輝
字幕つき
(パオロ)/ルーフィ、フラノ(ピエトロ)/
中島郁子(侍女)/松村英行(射手隊
長)/二期会合唱団(chor.)

2013/11/08

NHKホール

#1766
A

サンティ、ネルロ

ヴェルディ

歌劇「シモン・ボッカネグラ」 (演奏会形式)

2014/11/21

NHKホール

#1794
C

サンティ、ネルロ

ロッシーニ

歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

2014/11/21

NHKホール

#1794
C

サンティ、ネルロ

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

2014/11/21

NHKホール

#1794
C

サンティ、ネルロ

チャイコフスキー

イタリア奇想曲 作品45

2014/11/21

NHKホール

#1794
C

サンティ、ネルロ

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

2014/11/26

NHKホール

#1795
B

サンティ、ネルロ

ロッシーニ

歌劇「アルジェのイタリア女」序曲

2014/11/26

NHKホール

#1795
B

サンティ、ネルロ

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

2014/11/26

NHKホール

#1795
B

サンティ、ネルロ

ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2014/11/26

NHKホール

#1795
B

サンティ、ネルロ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「リエンチ」：序曲

2015/04/22

サントリーホール

#1807
B

ザンデルリング，ミヒャエル シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

2015/04/22

サントリーホール

#1807
B

ザンデルリング，ミヒャエル ブルックナー

交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

2003/12/05

NHKホール

#1502
C

ザンデルリング、シュテファ
ブルッフ
ン

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

2003/12/05

NHKホール

#1502
C

ザンデルリング、シュテファ
ショスタコーヴィチ
ン

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1994/04/09

NHKホール

#1229
C

ジェルメッティ、ジャンルイジ メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1994/04/09

NHKホール

#1229
C

ジェルメッティ、ジャンルイジ チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1994/04/14

NHKホール

#1230
A

ジェルメッティ、ジャンルイジ ヴェルディ

レクイエム

マッツァリア、ルチア(sop.)/ポドレス、
エヴァ(alt.)/市原多朗(ten.)/多田羅
迪夫(bs.)/東京藝術大学(chor.)

1994/04/20

NHKホール

#1231
B

ジェルメッティ、ジャンルイジ シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

ギトリス、イヴリー(vln.)

NHKホール

#1231
B

ジェルメッティ、ジャンルイジ プロコフィエフ

交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1994/04/20

シャマユ、ベルトラン(pf.)

ウーギ、ウート(vln.)

2008/02/20

サントリーホール

#1615
B

シェレンベルガー、ハンス
イェルク

モーツァルト、W.A.

セレナード 変ロ長調 K.361

2008/02/20

サントリーホール

#1615
B

シェレンベルガー、ハンス
イェルク

モーツァルト、W.A.

歌劇「イドメネオ」 バレエ音楽
K.367

2008/02/20

サントリーホール

#1615
B

シェレンベルガー、ハンス
イェルク

モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

2014/10/02

NHKホール

ジ-クハルト、マルティン

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

2014/10/02

NHKホール

ジ-クハルト、マルティン

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)

サントリーホール

#1486
B

シナイスキー、ワシーリ

交響曲 第83番 ト短調 Hob.I-83
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
「めんどり」

2003/05/07

サントリーホール

#1486
B

シナイスキー、ワシーリ

ヒンデミット

チェロ協奏曲 (1940)

2003/05/07

サントリーホール

#1486
B

シナイスキー、ワシーリ

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

2011/11/11

NHKホール

#1712
C

シナイスキー、ワシーリ

マーラー

交響曲 第10番

2011/11/11

NHKホール

#1712
C

シナイスキー、ワシーリ

マーラー

交響曲「大地の歌」

2007/12/12

サントリーホール

#1609
B

下野竜也

フンパーディンク

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲

2007/12/12

サントリーホール

#1610
B

下野竜也

プフィッツナー

ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品34

2007/12/12

サントリーホール

#1611
B

下野竜也

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「死と変容」 作品24

ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

2007/12/12

サントリーホール

#1612
B

下野竜也

フンパーディンク

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 夕べの祈り「眠り
の国に十四人 の天使が」 / 夢のパントマイム

ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

2009/02/18

サントリーホール

#1642
B

下野竜也

ベートーヴェン

序曲「献堂式」 作品124

2009/02/18

サントリーホール

#1642
B

下野竜也

ショスタコーヴィチ

ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35

2009/02/18

サントリーホール

#1642
B

下野竜也

フランク

交響曲 ニ短調

2010/05/26

サントリーホール

#1675
B

下野竜也

ボッケリーニ(ベリオ)

マドリードの夜の帰営ラッパ(ボッケリーニの4つ
のオリジナル版による)

2010/05/26

サントリーホール

#1675
B

下野竜也

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

2010/05/26

サントリーホール

#1675
B

下野竜也

バーバー

弦楽のためのアダージョ

2010/05/26

サントリーホール

#1675
B

下野竜也

ブリテン

鎮魂交響曲 作品20

2013/06/08

NHKホール

#1757
A

下野竜也

バッハ、J.S.(エルガー)

幻想曲とフーガ ハ短調
BWV537

2013/06/08

NHKホール

#1757
A

下野竜也

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

ゲルナー、ネルソン(pf.)

2013/06/08

NHKホール

#1757
A

下野竜也

ホルスト

組曲「惑星」 作品32

東京混声合唱団(femalechor.)

2013/06/25

東京オペラシティ

下野竜也

酒井健治

ホワイトアウト

2013/06/25

東京オペラシティ

下野竜也

野平一郎

彼方、そして傍らに

篠崎史子(hrp.)

2013年第61回尾高賞受賞
MusicTomorrow2013

2013/06/25

東京オペラシティ

下野竜也

ノルドグレン

左手のためのピアノ協奏曲 作品129～小泉八
雲の「怪談」に よる「死体にまたがった男」

舘野泉(pf.)

MusicTomorrow2013

2013/06/25

東京オペラシティ

下野竜也

ペルト

シンドネ

2014/10/28

サントリーホール

#1792
B

下野竜也

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

2014/10/28

サントリーホール

#1792
B

下野竜也

ドヴォルザーク

交響曲 第6番 ニ長調 作品60

2017/01/28

NHKホール

#1855A 下野竜也

マルティヌー

リディツェへの追悼

2017/01/28

NHKホール

#1855A 下野竜也

フサ

プラハ1968年のための音楽（管弦楽版）

2017/01/28

NHKホール

#1855A 下野竜也

ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

2017/10/14

NHKホール

1867A 下野竜也

モーツァルト、W.A.

歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

2017/10/14

NHKホール

1867A 下野竜也

ベルク

ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のため
に」

2017/10/14

NHKホール

1867A 下野竜也

モーツァルト、W.A.

歌劇「皇帝ティートの慈悲」 K.621：序曲

2017/10/14

NHKホール

1867A 下野竜也

ベルク

「ルル」組曲

エルトマン、モイツァ(sop.)

2019/04/24

サントリーホール

1911B 下野竜也

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

グルズマン、ワディム(vln.)

2019/04/24

サントリーホール

1911B 下野竜也

ヴァインベルク

交響曲 第12番 作品114 「ショスタコーヴィチの
思い出に」

1993/01/12

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a

1993/01/12

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

モーツァルト、W.A.

それは前からわかっていた
K.272

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/01/12

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

モーツァルト、W.A.

レチタティーヴォとありあ「もう良いの、あなたの
勝ちです―あ あ、捨てないでください、どう
ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
ぞ」 K.486a (K.295a)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/01/12

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

2003/05/07

シェレンベルガー、ハンスイェルク
(ob.)

ブライトコップフ版に基づく

アヴデーエワ、ユリアンナ(pf.)

ＮＨＫ音楽祭2014
ＮＨＫ音楽祭2014

ゲリンカス、ダーヴィド(vlc.)

指揮者イルジー・コウトにかわり、ワシー
リ・シナイスキーが出演
マーンケ、クラウディア(alt.)/トレレー 指揮者イルジー・コウトにかわり、ワシー
ベン、ジョン(ten.)
リ・シナイスキーが出演
ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi
キュッヒル、ライナー(vln.)

ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

オズボーン、スティーヴン(pf.)/
関山幸弘(trp.)

フレイ、ダヴィッド(pf.)

合唱指揮：水戸博之
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2013

日本初演
MusicTomorrow2013
リシエツキ、ヤン（pf.）

バラーティ、クリストフ(vln.)

カン、クララ・ジュミ(vln.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)

1993/01/12

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：楽しい思い出はど
ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
こへ

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/01/12

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/07/31

NHKホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

スラヴ行進曲 作品31

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31

NHKホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31

NHKホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66：ワルツ

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31

NHKホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

歌劇「エフゲーニ・オネーギン」 作品24：ポロ
ネーズ

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31

NHKホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

セレナード ハ長調 作品48：第2楽章

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31

NHKホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20：序奏 / 小さな
白鳥たちの踊り / ハンガリーの踊り / ワルツ

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31

NHKホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

イタリア奇想曲 作品45

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31

NHKホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20：スペインの踊り

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1995/06/10

NHKホール

#1265
C

シモノフ、ユーリ

ベートーヴェン

歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

1995/06/10

NHKホール

#1265
C

シモノフ、ユーリ

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

1995/06/10

NHKホール

#1265
C

シモノフ、ユーリ

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1995/06/15

NHKホール

#1266
A

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71

1995/06/21

NHKホール

#1267
B

シモノフ、ユーリ

シューマン、ローベルト

「マンフレッド」序曲 作品115

1995/06/21

NHKホール

#1267
B

シモノフ、ユーリ

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1995/06/21

NHKホール

#1267
B

シモノフ、ユーリ

ラフマニノフ

交響曲 第1番 ニ短調 作品13

1998/07/22

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

アンダンテ・カンタービレ

N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

交響詩「はげ山の一夜」

N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

スラヴ行進曲 作品31

N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

ボロディン(サージェント)

弦楽四重奏曲 第2番：第3楽章

N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー

バレエ音楽「白鳥の湖」 作品 20：ワルツ / 情景
/ 白鳥の踊り/ 情景 / ハンガリーの踊り/ 情景
/ 終曲

N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22

サントリーホール

シモノフ、ユーリ

チャイコフスキー（南安雄）

ただあこがれを知る者だけが

N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1999/08/30

愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ

池辺晋一郎

空海の谺

NHK松山放送局委嘱

1999/08/30

愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ

グラズノフ

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82

1999/08/30

愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1999/08/30

愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ

ショスタコーヴィチ

映画「馬あぶ」：ロマンス

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ヘンデル(ハーティ)

組曲「水の上の音楽」

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ビショップ(池辺晋一郎)

歌劇「クラリ」：ホーム・スィート・ ホーム

フリーデ、ステファニー(sop.)

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

フロトー

歌劇「マルタ」：夏のなごりのばら

フリーデ、ステファニー(sop.)

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

アイルランド民謡

ロンドンデリーの歌

フリーデ、ステファニー(sop.)

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

エルガー

変奏曲「謎」 作品36：ニムロード

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

エルガー

愛のあいさつ 作品12

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ヴォーン・ウィリアムズ

グリーンスリーヴズによる幻想曲

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ブリテン

イギリス民謡集

1996/08/01

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ブリテン

青少年の管弦楽入門 作品34

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

2003/07/25

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

コープランド

バレエ組曲「ビリー・ザ・キッド」

N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2003/07/25

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ガーシュウィン(グロフェ)

ラプソディ・イン・ブルー

2003/07/25

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

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

N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2003/07/25

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ガーシュウィン

パリのアメリカ人

N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2003/07/25

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ヴォーン・ウィリア ムズ

グリーンスリーヴズによる幻想曲

N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2005/02/12

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第25番 ト短調 K.183

#1535
A

モラヴェツ、イヴァン(pf.)

バルダスティ、インゲボルク(pf.)

奥村智洋(vln.)

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

フリーデ、ステファニー(sop.)

コール、ナイダ(pf.)

N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2005/02/12

NHKホール

#1535
A

ジャッド、ジェームズ

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

トランペット協奏曲 変ホ長調
Hob.VIIe-1

関山幸弘(trp.)

2005/02/12

NHKホール

#1535
A

ジャッド、ジェームズ

ホルスト

組曲「惑星」 作品32

二期会合唱団(femalechor.)

2009/07/17

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」 作品92

2009/07/17

NHKホール

ジャッド、ジェームズ

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

2009/07/17
2009/07/17

NHKホール
NHKホール

ジャッド、ジェームズ
ジャッド、ジェームズ

ブラームス
ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98
ハンガリー舞曲：第4番

N響「夏」2009
N響「夏」2009

1970/09/05

NHKスタジオ

シュヴァルツ、ペーター

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「NHKシンフォニーホール」

1970/09/05

NHKスタジオ

シュヴァルツ、ペーター

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

交響曲 第29番 イ長調 K.201

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

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

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

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」：第
3幕への前奏曲

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ジークフリート」：森のささやき

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

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

1973/02/12

東京文化会館

#596 B シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

1973/02/12

東京文化会館

#596 B シュタイン、ホルスト

ラヴェル

スペイン狂詩曲

1973/02/12

東京文化会館

#596 B シュタイン、ホルスト

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1973/02/17

渋谷公会堂

#597 C シュタイン、ホルスト

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1973/02/17

渋谷公会堂

#597 C シュタイン、ホルスト

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1975/02/21

NHKホール

#653 C シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲 /
第3幕への序奏

1975/02/21

NHKホール

#653 C シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1975/02/21

NHKホール

#653 C シュタイン、ホルスト

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1975/02/26

NHKホール

#654 B シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「リエンチ」：序曲

1975/02/26

NHKホール

#654 B シュタイン、ホルスト

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

1975/02/26

NHKホール

#654 B シュタイン、ホルスト

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1975/03/11

NHKホール

シュタイン、ホルスト

柴田南雄

コンソート・オブ・オーケストラ

1975/03/11

NHKホール

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

三重協奏曲 ハ長調 作品56

1975/03/11

NHKホール

シュタイン、ホルスト

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

N響「夏」2009
ビス、ジョナサン(pf.)

日本プロ合唱団連合(chor.)

放送開始50周年記念N響の夕べ
豊田耕児(vln.) / 安田謙一郎
(vlc.) / 野島稔(pf.)

1977/12/01

NHKホール

#736 A シュタイン、ホルスト

1977/12/01

NHKホール

#736 A シュタイン、ホルスト

ヒンデミット

フィルハーモニー協奏曲

1977/12/01

NHKホール

#736 A シュタイン、ホルスト

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1977/12/07

NHKホール

#737 B シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1977/12/07

NHKホール

#737 B シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

1977/12/07

NHKホール

#737 B シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1977/12/09

NHKホール

#738 C シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

1980/02/09

東京文化会館

シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

1980/02/09

東京文化会館

シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

1980/02/09

東京文化会館

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1980/02/13

NHKホール

#802 A シュタイン、ホルスト

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1980/02/13

NHKホール

#802 A シュタイン、ホルスト

ブルックナー

交響曲 第6番 イ長調 (ハース版)

1980/02/20

NHKホール

#803 B シュタイン、ホルスト

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

1980/02/20

NHKホール

#803 B シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：婚礼の合唱「真心こめ
て、ご先導いた します」

二期会合唱団(chor.)

1980/02/20

NHKホール

#803 B シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：快い歌声は消えて

マーティン、ジェニス(mez.sop.)
/ユング、マンフレート(ten.)

1980/02/20

NHKホール

#803 B シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1980/02/20

NHKホール

#803 B シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：聖杯の物語

1980/02/20

NHKホール

#803 B シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

1980/02/20

NHKホール

#803 B シュタイン、ホルスト

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

マーティン、ジェニス(mez.sop.)

1980/02/20

NHKホール

#803 B シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ワルキューレ」：第1幕第3場

マーティン、ジェニス(ジークリンデ)/
ユング、マンフレート(ジークムント)

1980/02/20

NHKホール

#803 B シュタイン、ホルスト

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

1981/01/31

NHKホール

シュタイン、ホルスト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I-101 「時計」

1981/01/31

NHKホール

シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

1981/01/31

NHKホール

シュタイン、ホルスト

ブラームス

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466
交響曲 第4番 ホ短調 作品98

放送開始50周年記念N響の夕べ
放送開始50周年記念N響の夕べ

交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
「驚愕」

ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488
歌劇「魔笛」 K.620：序曲

N響「夏」2009

田中千香士(vln.)

クリーン、ワルター(pf.)

クリーン、ワルター(pf.)

クリーン、ワルター(pf.)

クリーン、ワルター(pf.)

ユング、マンフレート(ten.)

本荘玲子(pf.)

1981/02/06

NHKホール

#832 C シュタイン、ホルスト

フンメル

トランペット協奏曲 変ホ長調

ラインハート、ギャロル・ドーン
(trp.)

1981/02/06

NHKホール

#832 C シュタイン、ホルスト

クルツ

トランペット協奏曲 作品23

ラインハート、ギャロル・ドーン
(trp.)

1981/02/06

NHKホール

#832 C シュタイン、ホルスト

シベリウス

交響詩「4つの伝説」 作品22

1981/02/06

NHKホール

#832 C シュタイン、ホルスト

ブラームス

悲劇的序曲 作品81

1981/02/12

NHKホール

#833 A シュタイン、ホルスト

ブルッフ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

1981/02/12

NHKホール

#833 A シュタイン、ホルスト

レーガー

ヒラーの主題による変奏曲と フーガ 作品100

1981/02/12

NHKホール

#833 A シュタイン、ホルスト

ヤナーチェク

「利口なめぎつねの物語」組曲

1981/02/18

NHKホール

#834 B シュタイン、ホルスト

ブルックナー

交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

前橋汀子(vln.)

常森寿子(sop.)/荒道子(alt.)/小林一
男(ten.)/佐藤征一郎(br.)/湘南市民
合唱指揮：関屋晋
コール(chor.)/松原混声合唱団
(chor.)

1981/02/18

NHKホール

#834 B シュタイン、ホルスト

ブルックナー

テ・デウム

1983/02/23

NHKホール

#894 A シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1983/02/23

NHKホール

#894 A シュタイン、ホルスト

ヒンデミット

シンフォニア・セレーナ

1983/02/23

NHKホール

#894 A シュタイン、ホルスト

オネゲル

交響曲 第3番 「礼拝」

1983/03/02

NHKホール

#895 B シュタイン、ホルスト

リスト

交響詩「レ・プレリュード」

1983/03/02

NHKホール

#895 B シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

1983/03/02

NHKホール

#895 B シュタイン、ホルスト

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」

1983/03/09

NHKホール

#896 A シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

1983/03/09

NHKホール

#896 A シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「さまよえるオランダ人」： 水夫の合唱「見張 小林一男(ten.)/早稲田大学混声合
りをやめろ、 かじとりよ」
唱団(chor.)/二期会(chor.)

1983/03/09

NHKホール

#896 A シュタイン、ホルスト

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

1983/03/09

NHKホール

#896 A シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

1983/03/09

NHKホール

#896 A シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：バッカナール

早稲田大学混声合唱団(chor.)
/二期会(chor.)

合唱指揮：田中信昭合唱副指揮：増井信
貴

1983/03/09

NHKホール

#896 A シュタイン、ホルスト

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」

早稲田大学混声合唱団(chor.)
/二期会(chor.)

合唱指揮：田中信昭合唱副指揮：増井信
貴

1983/03/09

NHKホール

#896 A シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートの葬送
行進曲

1983/03/09

NHKホール

#896 A シュタイン、ホルスト

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
ヴィンツィング、ウテ(sop.)
山を積みあげよ

1984/02/01

NHKホール

#922 A シュタイン、ホルスト

ティペット

2つの弦楽オーケストラのための協奏曲

1984/02/01

NHKホール

#922 A シュタイン、ホルスト

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 シフ、ハインリヒ(vlc.)

1984/02/01

NHKホール

#922 A シュタイン、ホルスト

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

1984/02/08

NHKホール

#923 B シュタイン、ホルスト

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1984/02/08

NHKホール

#923 B シュタイン、ホルスト

レーガー

ベックリンによる4つの音詩 作品128

1984/02/08

NHKホール

#923 B シュタイン、ホルスト

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1984/02/11

ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト

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：序
曲

1984/02/11

ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1984/02/11

ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1984/02/24

NHKホール

#924 C シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

1984/02/24

NHKホール

#924 C シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

1984/02/24

NHKホール

#924 C シュタイン、ホルスト

フランク

交響曲 ニ短調

1985/11/06

NHKホール

#973 A シュタイン、ホルスト

シューマン、ローベルト

チェロ協奏曲 イ短調 作品129

1985/11/06

NHKホール

#973 A シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1985/11/13

NHKホール

#974 B シュタイン、ホルスト

シベリウス

ペレアスとメリザンド 作品46

上野学園大学音楽学部(chor.)

1985/11/13

NHKホール

#974 B シュタイン、ホルスト

マルタン

7つの管楽器と弦楽とティンパニのための協奏
曲

宮本明恭(fl.)/小島葉子(ob.)/浜中浩
一(cl.)/岡崎耕治(fg.)/津堅直弘
(trp.)/松﨑裕(hrn.)/神谷敏(trb.)

1985/11/13

NHKホール

#974 B シュタイン、ホルスト

ドビュッシー

夜想曲

上野学園大学音楽学部(chor.)

1985/11/15

NHKホール

#975 C シュタイン、ホルスト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第31番 ニ長調 Hob.I-31 「角笛の合図」

1985/11/15

NHKホール

#975 C シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314

1985/11/15

NHKホール

#975 C シュタイン、ホルスト

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

1985/11/15

NHKホール

#975 C シュタイン、ホルスト

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

クリーン、ワルター(pf.)

合唱指揮：田中信昭合唱副指揮：増井信
貴

ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

ゲリンカス、ダーヴィド(vlc.)

シェレンベルガー、ハンスイェルク
(ob.)

合唱指導：島塚光

合唱指導：島塚光

1987/11/06

NHKホール

#1034
C

シュタイン、ホルスト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3

曲目中、第19番ルーカスとジーモンのレチ
豊田喜代美(sop.)/佐々木正利
タティーヴォ、第20番三重唱と合唱、第35
(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/国立音楽大
番ルーカスのレチタティーヴォを省略
学(chor.)
合唱指導：佐藤公孝

1987/11/12

NHKホール

#1035
A

シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9

アンサンブル・ウィーン・ベルリン
(ob.&cl.&fg.&hrn.)

1987/11/12

NHKホール

#1035
A

シュタイン、ホルスト

エーダー

フルート協奏曲「ハフナー」

シュルツ、ウォルフガング(fl.)

1987/11/12

NHKホール

#1035
A

シュタイン、ホルスト

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

1987/11/18

NHKホール

#1036
B

シュタイン、ホルスト

シベリウス

交響曲 第7番 ハ長調 作品105

1987/11/18

NHKホール

#1036
B

シュタイン、ホルスト

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

1987/11/18

NHKホール

#1036
B

シュタイン、ホルスト

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

1989/02/03

NHKホール

#1073
C

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1989/02/09

NHKホール

#1074
A

シュタイン、ホルスト

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1989/02/09

NHKホール

#1074
A

シュタイン、ホルスト

ショスタコーヴィチ

ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35

1989/02/09

NHKホール

#1074
A

シュタイン、ホルスト

プロコフィエフ

交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1989/02/15

NHKホール

#1075
B

シュタイン、ホルスト

サン・サーンス

ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

1990/01/29

サントリーホール

シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

フリーメーソンのための葬送の音楽 K.477

1990/01/29

サントリーホール

シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

1990/01/29

サントリーホール

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1990/02/02

NHKホール

#1103
C

シュタイン、ホルスト

ハチャトゥリアン

組曲「仮面舞踏会」

1990/02/02

NHKホール

#1103
C

シュタイン、ホルスト

リムスキー・コルサコフ

交響組曲「シェエラザード」 作品35

1990/02/02

NHKホール

#1103
C

シュタイン、ホルスト

ハチャトゥリアン

バレエ組曲「ガイーヌ」 (抜粋)

1990/02/08

NHKホール

#1104
A

シュタイン、ホルスト

シベリウス

交響詩「フィンランディア」 作品26

1990/02/08

NHKホール

#1104
A

シュタイン、ホルスト

シベリウス

交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1990/02/08

NHKホール

#1104
A

シュタイン、ホルスト

ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

1990/02/14

NHKホール

#1105
B

シュタイン、ホルスト

シュトラウス、リヒャルト

祝典前奏曲 作品61

1990/02/14

NHKホール

#1105
B

シュタイン、ホルスト

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

ペルガメンシチコフ、ボリス(vlc.)

アレクセーエフ、ドミートリ(pf.)/
関山幸弘(trp.)

クーレン、イザベル・ファン(vln.)
第53回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
～モーツァルトからベートーヴェンへ～

神谷郁代(pf.)

第53回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
～モーツァルトからベートーヴェンへ～
第53回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
～モーツァルトからベートーヴェンへ～

堀正文(vln.)
差し込み用紙によると、曲順変更があり、
ハチャトゥリアン《ガイーヌ》組曲は「山人た
ちの踊り/アイシェの目覚めと踊り/レズギ
ンカ舞曲/ばらの少女たちの踊り/こもり歌
/剣の舞/ロシア舞曲/ゴパーク舞曲の順で
演奏された」

漆原朝子(vln.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、ホルンのソリストが来日できなくなった
ため、出演者・曲目変更当初の予定：R・
シュトラウス「ホルン協奏曲第1番」、ギュン
ター・ヘグナーGüntherHögner(hrn.)変更
後：R.シュトラウス「ブルレスケ」、花房晴美
(pf.)

1990/02/14

NHKホール

#1105
B

シュタイン、ホルスト

シュトラウス、リヒャルト

ブルレスケ

1992/04/10

NHKホール

#1169
C

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

1992/04/10

NHKホール

#1169
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト

交響曲 第1番 ニ長調 D.82

1992/04/10

NHKホール

#1169
C

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

1992/04/16

NHKホール

#1170
A

シュタイン、ホルスト

レーガー

ピアノ協奏曲 ヘ短調 作品114

オピッツ、ゲアハルト(pf.)

1992/04/16

NHKホール

#1170
A

シュタイン、ホルスト

シュトラウス、リヒャルト

アルプス交響曲 作品64

1992/04/22

NHKホール

#1171
B

シュタイン、ホルスト

ストラヴィンスキー

詩編交響曲

二期会(chor.)

1992/04/22

NHKホール

#1171
B

シュタイン、ホルスト

ブルックナー

ミサ曲 第3番 ヘ短調

三縄みどり(sop.)/永井和子(alt.)/鈴
木寛一(ten.)/高橋啓三(bs.)/二期会
(chor.)

1992/04/26

サントリーホール

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズI)
ドイツ音楽の精髄

1992/04/26

サントリーホール

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズI)
ドイツ音楽の精髄

1993/11/06

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト(レーガー)

3つの竪琴弾きの歌

プライ、ヘルマン(br.)

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト(レーガー)

夕ばえに D.799

プライ、ヘルマン(br.)

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト(レーガー)

音楽に 作品88-4 D.547

プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06
1993/11/06

花房晴美(pf.)

1993/11/06

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト(レーガー)

プロメテウス D.674

プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト(ブラームス)

ひめごと 作品14-2 D.719

プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト(ブラームス)

馭者クロノスに 作品19-1 D.369

プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト(モットル)

歌曲集「白鳥の歌」 D.957：セレナード

プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト
(ウェーベルン)

歌曲集「白鳥の歌」 D.957：彼女の絵姿

プライ、ヘルマン(br.)

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シューベルト(リスト)

魔王 作品1 D.328

プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06

NHKホール

#1214
C

シュタイン、ホルスト

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1993/11/11

NHKホール

#1215
A

シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

1993/11/11

NHKホール

#1215
A

シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

1993/11/11

NHKホール

#1215
A

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1993/11/17

NHKホール

#1216
B

シュタイン、ホルスト

レズニチェク

歌劇「ドンナ・ディアナ」：序曲

1993/11/17

NHKホール

#1216
B

シュタイン、ホルスト

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

1993/11/17

NHKホール

#1216
B

シュタイン、ホルスト

ボロディン

交響曲 第2番 ロ短調

NHKホール

#1253
C

シュタイン、ホルスト

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1993/11/06

1995/02/11

ムフ、アルフレート(オランダ人)
/ルンドグレン、ベングト(ダーラント)/
トーナー、ジェーン(ゼンタ)/クルー
ゼ、ハインツ(エリック)/郡愛子(マ
リー)/吉田浩之(かじとり)/二期会合
唱団(chor.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、ダーラント役は当初の予定でははハラ
ルト・シュタムHaraldStammであったが、ベ
ングト・ルンドグレンBengtRundgrenに変更
合唱指導：三澤洋史

ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定ではヴァイオリン独奏はア
ンネ・ゾフィー・ムターAnne-SophieMutter
であったが、フランク・ペーター・ツィンマー
マンFrankPeterZimmermannに変更

1995/02/16

NHKホール

1995/02/22

NHKホール

#1255
B

シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

1995/02/22

NHKホール

#1255
B

シュタイン、ホルスト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

1995/02/22

NHKホール

#1255
B

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

1996/10/05

NHKホール

#1301
C

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

1996/10/05

NHKホール

#1301
C

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1996/10/05

NHKホール

#1301
C

シュタイン、ホルスト

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」

オピッツ、ゲアハルト(pf.)

1996/10/17

NHKホール

#1302
A

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

ヴラダー、シュテファン(pf.)

1996/10/17

NHKホール

#1302
A

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1996/10/23

NHKホール

#1303
B

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1996/10/23

NHKホール

#1303
B

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1998/02/07

NHKホール

#1343
C

シュタイン、ホルスト

バルトーク

ヴァイオリン協奏曲 第2番

1998/02/07

NHKホール

#1343
C

シュタイン、ホルスト

リスト

レーナウのファウストによる2つのエピソード：村
の居酒屋の踊 り(メフィストワルツ)

1998/02/07

NHKホール

#1343
C

シュタイン、ホルスト

リスト

交響詩「レ・プレリュード」

1998/02/12

NHKホール

#1344
A

シュタイン、ホルスト

シベリウス

組曲「カレリア」 作品11

1998/02/12

NHKホール

#1344
A

シュタイン、ホルスト

グリーグ

ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

1998/02/12

NHKホール

#1344
A

シュタイン、ホルスト

グリーグ

組曲「ホルベアの時代から」 作品40

1998/02/12

NHKホール

#1344
A

シュタイン、ホルスト

シベリウス

交響曲 第7番 ハ長調 作品105

2010/11/19

NHKホール

#1686
C

シュテンツ、マルクス

マーラー

交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

リボーア、クリスティアーネ(sop.)/
フォンドゥング、アンケ(alt.)/東京音
楽大学(chor.)

2010/11/24

サントリーホール

#1687
B

シュテンツ、マルクス

ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

エーベルレ、ヴェロニカ(vln.)

2010/11/24

サントリーホール

#1687
B

シュテンツ、マルクス

シューマン、ローベルト

交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1959/03/21

NHKホール(旧)

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1959/04/18

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

黛敏郎

涅槃交響曲

国立音楽大学(chor.)/東京コラリ
アーズ(chor.)/二期会(chor.)
/日本大学合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

シュヒター、ウィルヘルム

バルトーク

ピアノ協奏曲 第2番

フォルデス、アンドール(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

#404

ワーグナー、リヒャルト

ペッチュ、ミカエラ(vln.)

#1254
A

1959/04/20,22,23? 日比谷公会堂

シュタイン、ホルスト

歌劇「さまよえるオランダ人」
(演奏会形式)

クーパー、イモジェン(pf.)

1959/06/14放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1959/07/01
1959/07/01
1959/07/01

NHKホール(旧)
NHKホール(旧)
NHKホール(旧)

シュヒター、ウィルヘルム
シュヒター、ウィルヘルム
シュヒター、ウィルヘルム

グルック
マーラー
シュトラウス、リヒャルト

歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲
亡き子をしのぶ歌
交響詩「ドン・フアン」 作品20

1959/07/09,10

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

スメタナ

交響詩「モルダウ」

テツラフ、クリスティアン(vln.)

フォークト、ラルス(pf.)

マーラー生誕150周年

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
中山悌一(br.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/07/09,10

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/07/09,10

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/08/07
1959/08/16

NHKホール(旧)
不詳

シュヒター、ウィルヘルム
シュヒター、ウィルヘルム

レスピーギ
ブラームス

交響詩「ローマの松」
交響曲 第4番 ホ短調 作品98：第3、4楽章

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1959/09/13

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

セレナード 第2番イ長調 作品16

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/09/13

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/10/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ラヴェル

組曲「マ・メール・ロア」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/10/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

ハンガリー舞曲：第1番 / 第2番
/ 第3番 / 第5番 / 第6番

1959/10/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

リーバーマン、R.

ジャズバンドとオーケストラのための協奏曲

1959/10/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ストラヴィンスキー

ロシア風スケルツォ

1960/01/24

杉並公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

マルタン

7つの管楽器と弦楽とティンパニのための協奏
曲

1960/01/24

杉並公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

ストラヴィンスキー

組曲 第2番/第1番

1960/02/14

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ワーグナー、リヒャルト

1960/02/14

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ワーグナー、リヒャルト

原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
(jazzband)
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
高橋安治(fl.)/川本守人(ob.)/三島勝
輔(cl.)/山畑馨(fg.)/千葉馨(hrn.)/金 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
石幸夫(trp.)/伊藤清(trb.)
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

舞台神聖祭典劇「パルシファル」：前奏曲 / 聖金
曜日の不思議
ヴェーゼンドンクの5つの詩
三枝喜美子(sop.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1960/02/14

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

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」：徒
弟達の踊り、親方たちの入場

1960/04/20

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1960/05/08放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314

1960/05/08放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番

1960/05/28

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベルク

室内協奏曲

1960/06/08

杉並公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/06/08

杉並公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/14放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

シェーンベルク

5つの小品 作品16

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/10/18

Royal Festival Hall

シュヒター、ウィルヘルム

外山雄三

管弦楽のためのラプソディー

ロンドン

1960/10/18

Royal Festival Hall

シュヒター、ウィルヘルム

外山雄三

小交響曲：第2楽章

ロンドン

1960/10/18

Royal Festival Hall

シュヒター、ウィルヘルム

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1960/10/18

Royal Festival Hall

シュヒター、ウィルヘルム

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1960/10/19

Recording session
in The B. B. C.
Television Center

シュヒター、ウィルヘルム

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1960/10/19

Recording session
in The B. B. C.
Television Center

シュヒター、ウィルヘルム

外山雄三

管弦楽のためのラプソディー

1960/11/10

NHKホール(旧)

シュヒター、ウィルヘルム

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

1961/01/08放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

1961/01/19

日比谷公会堂

#419

シュヒター、ウィルヘルム

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466
交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1961/02/15

日比谷公会堂

#420

シュヒター、ウィルヘルム

オルフ

カルミナ・ブラーナ

1961/03/26放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

シベリウス

交響曲 第6番 ニ短調 作品104

1961/05/21放送

日比谷公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

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」

1961/05/21放送

日比谷公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

ラヴェル

組曲「クープランの墓」：前奏曲、メヌエット、リ
ゴードン

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1961/05/21放送

日比谷公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

シューマン、ローベルト

序奏とアレグロ・アパッショナート作品92

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1961/11/22,23,24

東京文化会館

シュヒター、ウィルヘルム

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1961/12/31放送

東京文化会館

シュヒター、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」

1962/02/04放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

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

NHKラジオ「立体音楽堂」

1962/02/11放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1962/02/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1962/02/25放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

メシアン

異国の鳥たち

1962/03/11放送
（中止）

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

１９６２年３月１１日放送予定だったが中止

1962/03/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベルリオーズ

序曲「海賊」 作品21

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

#425

吉田雅夫(fl.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
海野義雄(vln.)/本荘玲子(pf.)

中村紘子(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

ロンドン
ロンドン

中村紘子(pf.)

ロンドン

ロンドン

バドゥラ・スコダ、パウル(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

伊藤京子(sop.)/布施隆治(ten.)
/中山悌一(br.)/田島好一(br.)
/国立音楽大学(chor.)/国立音楽大
学中学校(chor.)
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール Ｎ
響現代音楽の夕べ（４）」
デムス、イェルク(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

伊藤京子(sop.)/木村宏子(alt.)
/ポーラ、アリゴ(ten.)/中山悌一(br.)/ ＮＨＫラジオ「年末特集」
国立音楽大学(chor.)

本荘玲子(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1962/03/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ガーシュウィン(グロフェ)

ラプソディ・イン・ブルー

本荘玲子(pf.)

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/18放送

不詳

シュヒター、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

松浦豊明(pf.)

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3

1962/03/19放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/19放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・フアン」 作品20

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/20放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/20放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

スメタナ

交響詩「モルダウ」

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/21放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

交響曲 第29番 イ長調 K.201

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/21放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/23放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/23放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/23放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドビュッシー

映像：イベリア

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/23放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」：第2部

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/24放送

不詳

シュヒター、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「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/24放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

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

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/24放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

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

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/25放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/25放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

ハンガリー舞曲：第5番 / 第6番

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/25放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

スコットランド民謡

蛍の光

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1974/04/17

NHKホール

#628 A

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

プロコフィエフ

ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

1974/04/20

NHKホール

#629 C

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

ショスタコーヴィチ

交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1974/04/20

NHKホール

ショスタコーヴィチ、マキシ
#629 C
ム

1974/04/26

NHKホール

#630 B

1974/04/26

NHKホール

1974/04/26

NHKホール

伊藤京子(sop.)/森敏孝(ten.)/中山
悌一(br.)/二期会(chor.)/東京混声
合唱団(chor.)

ポリーニ、マウリツィオ(pf.)

セルミヤーギン、セルゲイ(ten.)
/スミルノフ、ウラディーミル(br.)
/ソビエト国立アカデミー・ロシア合唱
団(chor.)/東京少年少女合唱隊
(chor.)

ショスタコーヴィチ

オラトリオ「森の歌」 作品81

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

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

#630 B

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

ヴェルディ

歌劇「トロヴァトーレ」：炎は燃えて！

レフコ、ヴァレンティナ(alt.)

#630 B

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

チャイコフスキー

歌劇「スペードの女王」 作品
68：やがて真夜中

レフコ、ヴァレンティナ(alt.)

1959/11/28

都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ

ジョリヴェ

五つの儀式の舞曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1959/11/28

都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ

松平頼則

舞楽のための序曲と終曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1959/11/28

都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ

ジョリヴェ

デルフィ組曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1959/11/28

都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ

ジョリヴェ

ピアノ協奏曲「赤道」

1964/03/21

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

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＆テレビコンサート(公開収録)

1964/03/21

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/03/21

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

エネスコ

ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/03/30

産経ホール

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/03/30

産経ホール

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

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

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/03/30

産経ホール

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

コダーイ

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/04/05

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：序曲

1964/04/05

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1964/04/05

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

リムスキー・コルサコフ

スペイン奇想曲 作品34

1964/04/05

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

グラズノフ

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82

1964/04/05

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

シルヴェストリ

前奏曲とフーガ 作品17a 第2番
(トッカータ)

1964/04/11

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1964/04/11

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1964/04/11

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ショスタコーヴィチ

交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1964/04/11

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

北川正（pf.）

シュヴァルベ、ミシェル(vln.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

録音日は1964年4月5日となっているが、
同年3月の第445回定期公演の可能性あり
録音日は1964年4月5日となっているが、
同年4月11日の公演の可能性あり

録音日は1964年4月5日となっているが、
同年3月の第445回定期公演の可能性あり

1964/04/11

東京文化会館

1964/04/21

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」 作品92

#446

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

ブラームス

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

録音日は1964年4月11日となっているが、
同年4月の第446回定期公演の可能性あり

1964/04/21

東京文化会館

#446

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

1964/04/21

東京文化会館

#446

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1964/05/02

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

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)

1964/05/02

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

アルヴェーン

スウェーデン狂詩曲 第1番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1998/04/18

NHKホール

#1349
C

シルマー、ウルフ

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

世界の若手指揮者たち

1998/04/18

NHKホール

#1349
C

シルマー、ウルフ

サン・サーンス

ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22

1998/04/18

NHKホール

#1349
C

シルマー、ウルフ

シュトラウス、リヒャルト

家庭交響曲 作品53

2009/01/10

NHKホール

#1637
A

ジンマン、デーヴィッド

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

2009/01/10

NHKホール

#1637
A

ジンマン、デーヴィッド

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2009/01/16

NHKホール

#1638
C

ジンマン、デーヴィッド

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

2009/01/16

NHKホール

#1638
C

ジンマン、デーヴィッド

マーラー

交響曲 第10番

2009/01/16

NHKホール

#1638
C

ジンマン、デーヴィッド

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

2013/01/11

NHKホール

#1745
C

ジンマン、デーヴィッド

マーラー

交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2013/01/16

サントリーホール

#1746
B

ジンマン、デーヴィッド

ブゾーニ

悲しき子守歌

2013/01/16

サントリーホール

#1746
B

ジンマン、デーヴィッド

シェーンベルク

清められた夜 作品4

2013/01/16

サントリーホール

#1746
B

ジンマン、デーヴィッド

ブラームス

ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

グリモー、エレーヌ(pf.)

2016/11/09

サントリーホール

#1847B ジンマン、デーヴィッド

モーツァルト、W.A.

クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

フレスト、マルティン(cl.)

2016/11/09

サントリーホール

#1847B ジンマン、デーヴィッド

グレツキ

交響曲 第3番 作品36 「悲歌のシンフォニー」

コショウスカ、ヨアンナ(sop.)

2016/11/19

NHKホール

#1848A ジンマン、デーヴィッド

シューマン、ローベルト

「マンフレッド」序曲 作品115

2016/11/19

NHKホール

#1848A ジンマン、デーヴィッド

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

2016/11/19

NHKホール

#1848A ジンマン、デーヴィッド

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」

1971/12/06

東京文化会館

#568 A スウィトナー、オットマール

シェーンベルク

5つの小品 作品16

1971/12/06

東京文化会館

#568 A スウィトナー、オットマール

ブルックナー

交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

1971/12/13

東京文化会館

#569 B スウィトナー、オットマール

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1971/12/20

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

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

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

心身障害児のための慈善演奏会

1972/03/04放送

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

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「ＮＨＫシンフォニーホール」

1972/03/04放送

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1971年12月6,7日録音の可能性あり

1972/03/04放送

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1971年12月20,21,22日録音の可能性あり

1972/03/04放送

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

ワルツ「わが人生は愛と喜び」 作品263

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「観光列車」 作品281

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「酒、女、歌」 作品333

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「都会と田舎」 作品322

第4回都会のためのコンサート
第4回都会のためのコンサート
第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「ハンガリー万歳」 作品
332

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「ジプシー男爵」：序曲

コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

世界の若手指揮者たち
世界の若手指揮者たち

バティアシュヴィリ、リサ(vln.)

アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

中沢桂(sop.)/荒道子(alt.)/丹羽勝海
(ten.)/芳野靖夫(br.)/国立音楽大学
(chor.)

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「水車」 作品57

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

エジプト行進曲 作品335

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨー ゼフ

かじ屋のポルカ 作品269

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「千一夜物語」 作品
346：間奏曲

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「狩り」 作品373

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

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

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

第4回都会のためのコンサート

1973/01/12

東京文化会館

#592 A スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1973/01/12

東京文化会館

#592 A スウィトナー、オットマール

リスト

交響詩「オルフェウス」

1973/01/12

東京文化会館

#592 A スウィトナー、オットマール

マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1973/01/19

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1973/01/19

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

リスト

交響詩「マゼッパ」

1973/01/19

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

シューマン、ローベルト

交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1973/01/19

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

ドイツ舞曲 ハ長調 K.605

1973/01/19,20

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

ワーグナー、リヒャルト

ファウスト序曲

1973/01/24

渋谷公会堂

#594 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1973/01/30

大阪厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

シューベルト(ウィルケンス) 人生の嵐 op.144 D.947

大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会

1973/01/30

大阪厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

シューベルト(ウィルケンス) 2つの行進曲 作品121 D.968b

大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会

1973/01/30

大阪厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会

1973/01/30?

大阪厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会
録音日の記録はないが､会場や曲目から
この日の録音である可能性が高い

1974/03/06

NHKホール

#625 A スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

祝典前奏曲 作品61

1974/03/06

NHKホール

#625 A スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1974/03/06

NHKホール

#625 A スウィトナー、オットマール

ブラームス

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1974/03/06

NHKホール

#625 A スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1974/03/15

NHKホール

#626 B スウィトナー、オットマール

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」

1974/03/15

NHKホール

#626 B スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

中村紘子(pf.)

1974/03/15

NHKホール

#626 B スウィトナー、オットマール

マーラー

交響曲 第4番 ト長調

伊藤京子(sop.)

1974/03/21

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「春の声」 作品410

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「南国のばら」 作品388

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

かじ屋のポルカ 作品269

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「水車」 作品57

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

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

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

皇帝円舞曲 作品437

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「狩り」 作品373

スタジオ録音？

1974/12/06

NHKホール

#646 C スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「アブ・ハッサン」：序曲

1974/12/06

NHKホール

#646 C スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1974/12/06

NHKホール

#646 C スウィトナー、オットマール

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

1974/12/11

NHKホール

#647 A スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「リューベツァール」序曲

1974/12/11

NHKホール

#647 A スウィトナー、オットマール

ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

1974/12/11

NHKホール

#647 A スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

アルプス交響曲 作品64

1974/12/17

NHKホール

#648 B スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1974/12/17

NHKホール

#648 B スウィトナー、オットマール

ブルックナー

交響曲 第3番 ニ短調 (1878年稿)

飯山恵巳子(sop.)/鈴木寛一(ten.)/
吉野靖夫(br.)/日本プロ合唱団連合 チャリティー・コンサート合唱；田中信昭
(chor.)

田中千香士(vln.)

『フィルハーモニー』には第2版
=1878年版(Bärenreiter)と記載されている

1974/12/22

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

1974/12/22

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1976/11/05

NHKホール

#703 C スウィトナー、オットマール

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1976/11/05

NHKホール

#703 C スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1976/11/05

NHKホール

#703 C スウィトナー、オットマール

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

1976/11/12

NHKホール

#704 A スウィトナー、オットマール

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1976/11/17

NHKホール

#705 B スウィトナー、オットマール

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」

1979/01/12

NHKホール

#769 A スウィトナー、オットマール

マーラー

交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

1979/01/17

NHKホール

#770 B スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

家庭交響曲 作品53

1979/01/19

NHKホール

#771 C スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1979/01/19

NHKホール

#771 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

家庭交響曲 作品53

1980/11/14

NHKホール

#823 C スウィトナー、オットマール

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

1980/11/14

NHKホール

#823 C スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1980/11/20

NHKホール

#824 A スウィトナー、オットマール

シューベルト

交響曲 第4番 ハ短調 D.417 「悲劇的」

1980/11/20

NHKホール

#824 A スウィトナー、オットマール

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」

1980/11/20

NHKホール

#824 A スウィトナー、オットマール

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

1980/11/27

NHKホール

#825 B スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 協奏交響曲 変ロ長調 Hob.I-105

1980/11/27

NHKホール

#825 B スウィトナー、オットマール

ブルックナー

交響曲 第2番 ハ短調 (ノヴァーク版)

1980/11/29

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1982/12/08

NHKホール

#886 A スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1982/12/08

NHKホール

#886 A スウィトナー、オットマール

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

1982/12/15

NHKホール

#887 B スウィトナー、オットマール

ウェーベルン

6つの小品 作品6

1982/12/15

NHKホール

#887 B スウィトナー、オットマール

ブレデマイアー

Bのためのバガテル

1982/12/15

NHKホール

#887 B スウィトナー、オットマール

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1982/12/17

NHKホール

#888 C スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1982/12/17

NHKホール

#888 C スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1982/12/17

NHKホール

#888 C スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1982/12/22

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

1982/12/22

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1984/01/11

NHKホール

#919 A スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1984/01/11

NHKホール

#919 A スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1984/01/11

NHKホール

#919 A スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1984/01/18

NHKホール

#920 B スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第28番 ハ長調 K.200

1984/01/18

NHKホール

#920 B スウィトナー、オットマール

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1984/01/20

NHKホール

#921 C スウィトナー、オットマール

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

1984/01/20

NHKホール

#921 C スウィトナー、オットマール

マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1986/02/05

NHKホール

#982 A スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」

1986/02/05,06

NHKホール

#982 A スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1986/02/12

NHKホール

#983 B スウィトナー、オットマール

シューマン、ローベルト

交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1986/02/12

NHKホール

#983 B スウィトナー、オットマール

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

スッペ

喜歌劇「軽騎兵」：序曲

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「女心」 作品166

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「水車」 作品57

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

ランナー

ワルツ「宮廷舞踏会」 作品161

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

エジプト行進曲 作品335

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

常動曲 作品257

心身障害児のための「第9」公演
河原洋子(sop.)/伊原直子(alt.)
/田口興輔(ten.)/岡村喬生
(br.)/国立音楽大学(chor.)

心身障害児のための「第9」公演

曽我栄子(sop.)/辻宥子(alt.)/
国立音楽大学(chor.)

合唱指揮：佐藤公孝

千住真理子(vln.)

エル・バシャ、アブデル・ラハマン(pf.)

小島葉子(ob.)/霧生吉秀(fg.)/山口
裕之(vln.)/徳永兼一郎(vlc.)

第57回青少年のためのプロムナードコン
サート

徳永二男(vln.)/徳永兼一郎
(vlc.)

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.)

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

スッペ

喜歌劇「詩人と農夫」：序曲

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

歌劇「騎士パスマン」：チャールダーシュ

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

かじ屋のポルカ 作品269

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

皇帝円舞曲 作品437

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「狩り」 作品373

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

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

1986/02/21,22

NHKホール

#984 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

1986/12/03

NHKホール

#1007
A

スウィトナー、オットマール

ウォルフ

交響詩「ペンテジレア」

1986/12/03

NHKホール

#1007
A

スウィトナー、オットマール

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1986/12/12

NHKホール

#1008
C

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1986/12/12

NHKホール

#1008
C

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1986/12/17

NHKホール

#1009
B

スウィトナー、オットマール

ブルックナー

交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1986/12/22

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ヘンデル

組曲「水の上の音楽」第3番 ト長調

1986/12/22

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1988/03/04,05

NHKホール

#1046
C

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1988/03/04,05

NHKホール

#1046
C

スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1988/03/04,05

NHKホール

#1046
C

スウィトナー、オットマール

ウェーバー

ピアノ小協奏曲 ヘ短調 作品79

1988/03/10

NHKホール

#1047
A

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

1988/03/10

NHKホール

#1047
A

スウィトナー、オットマール

ベルク

ヴァイオリン協奏曲

1988/03/10

NHKホール

#1047
A

スウィトナー、オットマール

バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

前奏曲とフーガ 変ホ長調
BWV552

1988/03/16

NHKホール

#1048
B

スウィトナー、オットマール

ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

1988/03/16

NHKホール

#1048
B

スウィトナー、オットマール

シュミット、フランツ

交響曲 第4番

1989/10/31

サントリーホール

スウィトナー、オットマール

ヴァンハル

交響曲 ハ短調

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
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～

1989/10/31

サントリーホール

スウィトナー、オットマール

サリエリ

交響曲 ニ短調 「聖名祝日」

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
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～

1989/10/31

サントリーホール

スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

1989/10/31

サントリーホール

スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1989/11/10

NHKホール

#1094
C

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第100番 ト長調 Hob.I-100 「軍隊」

1989/11/10

NHKホール

#1094
C

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

三重協奏曲 ハ長調 作品56

1989/11/10

NHKホール

#1094
C

スウィトナー、オットマール

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

1989/11/16

NHKホール

#1095
A

スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

セレナード 変ロ長調 K.361

1989/11/16

NHKホール

#1095
A

スウィトナー、オットマール

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1989/11/22

NHKホール

#1096
B

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2

1993/01/22

NHKホール

#1190
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

バッハ、J.S.

組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア

1993/01/22

NHKホール

#1190
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第34番 ハ長調 K.338

1993/01/22

NHKホール

#1190
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1993/01/28

NHKホール

#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン

序曲「献堂式」 作品124

1993/01/28

NHKホール

#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ブルッフ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

1993/01/28

NHKホール

#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

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.)

小山実稚恵(pf.)

堀正文(vln.)

マイスキー、ミーシャ(vlc.)

バルト、ツィモン(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・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～
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
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～

ゲーベル、ホルスト(pf.)/マイレ、ハン
ス(vln.)/フォレスト、ルネ(vlc.)

釜洞祐子(sop.)/近藤伸政(ten.)/多
田羅迪夫(bs.)/大橋ゆり(alt.)/武蔵
野音楽大学(chor.)

加藤知子(vln.)

合唱指導：佐久間哲也

1993/02/03

NHKホール

#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ムソルグスキー

歌劇「ホヴァンシチナ」：間奏曲

1993/02/03

NHKホール

#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第2番 ト長調 作品44

1993/02/03

NHKホール

#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

カリンニコフ

交響曲 第1番 ト短調

1995/12/22

NHKホール

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

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.)/永井和子(alt.)/市
原多朗(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

1997/09/06

NHKホール

#1328
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

中村紘子(pf.)

1997/09/06?

NHKホール

#1328
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

スラヴ行進曲 作品31

1997/09/06?

NHKホール

#1328
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1997/09/11

NHKホール

#1329
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー

交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

1997/09/17

NHKホール

#1330
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

グラズノフ

叙情的な詩 作品12

1997/09/17

NHKホール

#1330
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

グラズノフ

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82

1997/09/17

NHKホール

#1330
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1999/02/11

NHKホール

#1373
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー

交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1999/02/17

サントリーホール

#1374
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

プロコフィエフ

ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16

1999/02/17

サントリーホール

#1374
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1999/02/26,27

NHKホール

#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1999/02/26,27

NHKホール

#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

スヴェトラーノフ

詩曲～ダヴィート・オイストラフの想い出に～

1999/02/26,27

NHKホール

#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1999/02/26,27

NHKホール

#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

歌劇「ボリス・ゴドノフ」：序奏 /
ポロネーズ

1999/02/26,27

NHKホール

#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

リムスキー・コルサコフ

スペイン奇想曲 作品34

1999/02/26,27

NHKホール

#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ボロディン

歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

2000/09/20

サントリーホール

#1412
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ブルッフ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

2000/09/20

サントリーホール

#1412
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ラフマニノフ

交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2000/09/28

NHKホール

#1413
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー

交響曲 第5番 嬰ハ短調

2000/10/06

NHKホール

#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：情景「クラ
ラとくるみ割り人形」 / 情景「くるみ割り人形と ね 東京少年少女合唱隊
ずみの王様」 / 情景「松林で」
(boys&girlschor.)
/ 雪のワルツ

2000/10/06

NHKホール

#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：情景 (第1曲) /
ワルツ / 白鳥の踊り

2000/10/06

NHKホール

#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ組曲「眠りの森の美女」：序奏 / リラの精
/ パ・ダクシオン
/ パノラマ / ワルツ

2000/10/07

NHKホール

#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：情景「クラ
ラとくるみ割り人形」 / 情景「くるみ割り人形と ね 東京少年少女合唱隊
ずみの王様」 / 情景「松林で」
(boys&girlschor.)
/ 雪のワルツ

2000/10/07

NHKホール

#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：情景 (第1曲) /
ワルツ / 白鳥の踊り

2000/10/07

NHKホール

#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ組曲「眠りの森の美女」：序奏 / リラの精
/ パ・ダクシオン
/ パノラマ / ワルツ

2000/10/07

NHKホール

#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：第2幕の
パ・ド・ドゥ

1996/02/03

NHKホール

#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1996/02/03

NHKホール

#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

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

1996/02/03

NHKホール

#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1996/02/08

NHKホール

#1284
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第29番 イ長調 K.201

1996/02/08

NHKホール

#1284
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1996/02/08

NHKホール

#1284
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シューマン、ローベルト

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1996/02/14

NHKホール

#1285
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

バーバー

メデアの瞑想と復讐の踊り作品23a

1996/02/14

NHKホール

#1285
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 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/ 踊り/ 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

1996/02/14

NHKホール

#1285
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

1999/01/21

NHKホール

#1370
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シマノフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 作品35

1999/01/21

NHKホール

#1370
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調

1999/01/27

サントリーホール

#1371
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン(ワインガルト
大フーガ 変ロ長調 作品133
ナー)

チェルカスキー、シューラ(pf.)

諏訪内晶子(vln.)
プログラム挟み込みによると「指揮者ス
ヴェトラーノフの都合で、1945年版を使用
することになりました」

ペトロフ、ニコライ(pf.)

加藤知子(vln.)

樫本大進(vln.)

『フィルハーモニー』2000/2001vol.2』83
頁、「お知らせ」に「第2場(情景「松林で」～
雪のワルツ)には児童合唱が入りました」と
記載されている

『フィルハーモニー』2000/2001vol.2』83
頁、「お知らせ」に「第2場(情景「松林で」～
雪のワルツ)には児童合唱が入りました」と
記載されている

渡辺玲子(vln.)

グティエレス、オラシオ(pf.)

クルカ、コンスタンティ(vln.)

～ショパン没後150年とポーランド音楽～
～ショパン没後150年とポーランド音楽～
ワインガルトナーによる弦楽合奏版

1999/01/27

サントリーホール

#1371
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1999/01/27

サントリーホール

#1371
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ルトスワフスキ

オーケストラのための協奏曲

1999/02/06

NHKホール

#1372
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

パヌフニク

ノクターン (1947/1955)

1999/02/06

NHKホール

#1372
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ショパン

ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

1999/02/06

NHKホール

#1372
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2000/12/23

NHKホール

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

2002/04/04

NHKホール

#1457
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

スクロヴァチェフスキ

管弦楽のための協奏曲
(1985/1998)

2002/04/04

NHKホール

#1457
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー

交響曲 第9番 ニ短調

2002/04/10

サントリーホール

#1458
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

2002/04/10

サントリーホール

#1458
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー

交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」
(1878/80年版)

2002/04/19

NHKホール

#1459
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー(スクロヴァチェ
弦楽のためのアダージョ
フスキ、スタニスラフ)

2002/04/19

NHKホール

#1459
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シマノフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第2番 作品61

2002/04/19

NHKホール

#1459
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2004/04/09

NHKホール

#1511
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

2004/04/09

NHKホール

#1511
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

2004/04/09

NHKホール

#1511
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/15

NHKホール

#1512
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/15

NHKホール

#1512
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/15

NHKホール

#1512
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/21

サントリーホール

#1513
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/21

サントリーホール

#1513
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

2004/04/21

サントリーホール

#1513
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2006/04/29

NHKホール

#1568
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

2006/04/29

NHKホール

#1568
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2006/04/29

NHKホール

#1568
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2006/05/12

NHKホール

#1569
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー

交響曲 第8番 ハ短調 (1890年稿ノヴァーク版)

2006/05/17

サントリーホール

#1570
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

プロコフィエフ

ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

2006/05/17

サントリーホール

#1570
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

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

2011/12/22

NHKホール

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

2019/11/30

NHKホール

1927C 鈴木優人

メシアン

忘れられたささげもの

2019/11/30

NHKホール

1927C 鈴木優人

ブロッホ

ヘブライ狂詩曲「ソロモン」

2019/11/30

NHKホール

1927C 鈴木優人

コレッリ（鈴木優人）

合奏協奏曲 第8番 ト短調
「クリスマス協奏曲」

2019/11/30

NHKホール

1927C 鈴木優人

コレッリ（鈴木優人）

交響曲 第5番 ニ短調 作品107 「宗教改革」(初
稿/1830)

1986/01/08

NHKホール

#979 A スタインバーグ、ピンカス

リスト

交響詩「タッソー」

1986/01/08

NHKホール

#979 A スタインバーグ、ピンカス

リスト

ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

1986/01/08

NHKホール

#979 A スタインバーグ、ピンカス

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1986/01/12

NHKホール

スタインバーグ、ピンカス

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

1986/01/22

NHKホール

#980 B スタインバーグ、ピンカス

ウォルトン

組曲「ヘンリー5世」

1986/01/22

NHKホール

#980 B スタインバーグ、ピンカス

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」

1986/01/22

NHKホール

#980 B スタインバーグ、ピンカス

フランク

交響曲 ニ短調

1986/01/24

NHKホール

#981 C スタインバーグ、ピンカス

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1986/01/24

NHKホール

#981 C スタインバーグ、ピンカス

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1986/01/24

NHKホール

#981 C スタインバーグ、ピンカス

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

1992/09/25

NHKホール

#1181
C

スタインバーグ、ピンカス

スメタナ

交響詩「わが祖国」

NHKホール

#1182
A

スタインバーグ、ピンカス

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

ピツァロ、アルトゥール(pf.)

NHKホール

#1182
A

スタインバーグ、ピンカス

ホルスト

組曲「惑星」 作品32

東京混声合唱団(femalechor.)

1992/10/01
1992/10/01

ダヴィドヴィチ、ベラ(pf.)

～ショパン没後150年とポーランド音楽～
オールソン、ギャリック(pf.)

～ショパン没後150年とポーランド音楽～
～ショパン没後150年とポーランド音楽～

中村智子(sop.)/片桐仁美(alt.)
/ハイルマン、ウーヴェ(ten.)/直野資
(br.)/国立音楽大学(chor.)

弦楽五重奏曲第3楽章の編曲
クルカ、コンスタンティ(vln.)

オール・ベートーヴェン・プログラム
オールソン、ギャリック(pf.)

コパチンスカヤ、パトリツィア
(vln.)

オール・ベートーヴェン・プログラム

オール・ベートーヴェン・プログラム
オール・ベートーヴェン・プログラム

パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

安藤赴美子(sop.)/加納悦子(alt.)福
ベートーヴェン「第9」演奏会
井敬(ten.)/福島明也(br.)/国立音楽
合唱指導：田中信昭/永井宏
大学(chor.)

アルトシュテット、二コラ(vlc.)

中村紘子(pf.)

第12回若い芽のコンサート

クーパー、イモジェン(pf.)

小山実稚恵(pf.)

1994/09/03

NHKホール

#1238
C

スタインバーグ、ピンカス

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1994/09/03

NHKホール

#1238
C

スタインバーグ、ピンカス

ラロ

スペイン交響曲 ニ短調 作品21

1994/09/03

NHKホール

#1238
C

スタインバーグ、ピンカス

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

1994/09/08

NHKホール

#1239
A

スタインバーグ、ピンカス

リムスキー・コルサコフ

組曲「サルタン皇帝の物語」 作品57

1994/09/08

NHKホール

#1239
A

スタインバーグ、ピンカス

ラヴェル

ピアノ協奏曲 ト長調

NHKホール

#1239
A

スタインバーグ、ピンカス

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

1994/09/14

NHKホール

#1240
B

スタインバーグ、ピンカス

メンデルスゾーン

ピアノ協奏曲 第1番 ト短調 作品25

1994/09/14

NHKホール

#1240
B

スタインバーグ、ピンカス

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)

1997/02/08

NHKホール

#1313
C

スタインバーグ、ピンカス

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

1997/02/08

NHKホール

#1313
C

スタインバーグ、ピンカス

マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1997/02/13

NHKホール

#1314
A

スタインバーグ、ピンカス

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」

1997/02/13

NHKホール

#1314
A

スタインバーグ、ピンカス

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1997/02/19

NHKホール

#1315
B

スタインバーグ、ピンカス

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1997/02/19

NHKホール

#1315
B

スタインバーグ、ピンカス

ブラームス

ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

2005/08/31

サントリーホール

#1547
B

スタインバーグ、ピンカス

モーツァルト、W.A.

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

2005/08/31

サントリーホール

#1547
B

スタインバーグ、ピンカス

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 リッパート、ヘルベルト(ten.)

2005/08/31

サントリーホール

#1547
B

スタインバーグ、ピンカス

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

2005/08/31

サントリーホール

#1547
B

スタインバーグ、ピンカス

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：なんと美しい絵姿

2005/08/31

サントリーホール

#1547
B

スタインバーグ、ピンカス

モーツァルト、W.A.

歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

2005/08/31

サントリーホール

#1547
B

スタインバーグ、ピンカス

モーツァルト、W.A.

歌劇「イドメネオ」 K.366：海の外 なる胸の内の
海は

2005/08/31

サントリーホール

#1547
B

スタインバーグ、ピンカス

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2005/09/10

NHKホール

#1548
A

スタインバーグ、ピンカス

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」

2005/09/10

NHKホール

#1548
A

スタインバーグ、ピンカス

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

2005/09/10

NHKホール

#1548
A

スタインバーグ、ピンカス

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

2005/09/16

NHKホール

#1549
C

スタインバーグ、ピンカス

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2005/9/16

NHKホール

#1549
C

スタインバーグ、ピンカス

シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

2017/05/13

NHKホール

#1860
A

スタインバーグ、ピンカス

スメタナ

わが祖国

1959/05/01

フェスティバルホー
ル

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1959/05/03

日比谷公会堂

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

交響詩「うぐいすの歌」

ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1959/05/03

日比谷公会堂

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシカ」：手品師の芸 / ロシ
アの踊り/ペトルーシカの部屋 / 謝肉祭の日の
夕方

ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1959/05/03

日比谷公会堂

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

幻想曲「花火」 作品4

ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1959/05/03

日比谷公会堂

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1979/10/12

NHKホール

#790 C ストラウス、ポール

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1979/10/12

NHKホール

#790 C ストラウス、ポール

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

1979/10/12

NHKホール

#790 C ストラウス、ポール

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1979/10/19

NHKホール

#791 A ストラウス、ポール

ラヴェル

組曲「マ・メール・ロア」

1979/10/19

NHKホール

#791 A ストラウス、ポール

サン・サーンス

ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

1979/10/19

NHKホール

#791 A ストラウス、ポール

ベルリオーズ

劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17：キャ
ピュレット家の宴会 / 愛の場面

1979/10/31

NHKホール

#792 B ストラウス、ポール

バーバー

序曲「わるくち学校」 作品5

1979/10/31

NHKホール

#792 B ストラウス、ポール

アイヴス

交響曲「祭日」：戦没将兵記念 日 (5月30日)

1979/10/31

NHKホール

#792 B ストラウス、ポール

ヴォーン・ウィリアムズ

交響曲 第4番 ヘ短調

2004/07/23

NHKホール

ストリンガー、マーク

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2004/07/23

NHKホール

ストリンガー、マーク

ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

交響詩「はげ山の一夜」

N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2004/07/23

NHKホール

ストリンガー、マーク

ボロディン

歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2004/07/23

NHKホール

ストリンガー、マーク

チャイコフスキー

スラヴ行進曲 作品31

N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

1994/09/08

チー・ユン(vln.)

ヤブロンスキー、ペーテル(pf.)

ワッツ、アンドレ(pf.)

クーレン、イザベル・ファン(vln.)

清水和音(pf.)

ソリストがオラシオ・グティエレスから清水
和音に変更

リッパート、ヘルベルト(ten.)

リッパート、ヘルベルト(ten.)

ヘルマン、コルネリア(pf.)

ホウ、スザンヌ・イージャ(vln.)

Dmitry Sitkovetsky(vln.)の出演が予 定さ
れていたが、健康上の理由で 直前に来日
できなくなったため、ソリ ストが変更

小出信也(fl.)/マクドナルド、スーザン
(hrp.)

カントロフ、ジャン・ジャック(vln.)

2004/07/23

NHKホール

ストリンガー、マーク

ボロディン(ドリュー)

弦楽四重奏曲 第2番：第3楽章

N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～弦楽合奏版

2004/07/23

NHKホール

ストリンガー、マーク

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2004/07/23

NHKホール

ストリンガー、マーク

チャイコフスキー

組曲 第1番 作品43：小行進曲

N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

1984/10/05

NHKホール

#940 C スラットキン、レナード

ルース

地獄の機械

1984/10/05

NHKホール

#940 C スラットキン、レナード

プロコフィエフ

ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

1984/10/05

NHKホール

#940 C スラットキン、レナード

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1984/10/11

NHKホール

#941 A スラットキン、レナード

シュヴァントナー

アフタートーンズ・インフィニティ

コロ・アルス・ノヴァ(chor.)

1984/10/11

NHKホール

#941 A スラットキン、レナード

サン・サーンス

ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103

トッコ、ジェームズ(pf.)

1984/10/11

NHKホール

#941 A スラットキン、レナード

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1984/10/17

NHKホール

#942 B スラットキン、レナード

バッハ、J.S.(ウェーベルン)

音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

1984/10/17

NHKホール

#942 B スラットキン、レナード

バッハ、J.S.

チェンバロ協奏曲 第5番 ヘ短調 BWV1056

中村紘子(pf.)

1984/10/17

NHKホール

#942 B スラットキン、レナード

バッハ、J.S.

チェンバロ協奏曲 第1番 ニ短調
BWV1052

中村紘子(pf.)

1984/10/17

NHKホール

#942 B スラットキン、レナード

ラフマニノフ

交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1988/06/03,04

NHKホール

#1055
C

スラットキン、レナード

バーンスタイン

歌劇「キャンディード」：序曲

1988/06/03,04

NHKホール

#1055
C

スラットキン、レナード

マクダウェル

ピアノ協奏曲 第2番 ニ短調 作品23

シーゲル、ジェフリー(pf.)

1988/06/03,04

NHKホール

#1055
C

スラットキン、レナード

ガーシュウィン(グロフェ)

ラプソディ・イン・ブルー

シーゲル、ジェフリー(pf.)

1988/06/03,04

NHKホール

#1055
C

スラットキン、レナード

コープランド

バレエ音楽「ロデオ」から 「４つのダンス・エピ
ソード

1988/06/09

NHKホール

#1056
A

スラットキン、レナード

ヴェルディ

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲

1988/06/09

NHKホール

#1056
A

スラットキン、レナード

ブルッフ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

1988/06/09

NHKホール

#1056
A

スラットキン、レナード

ショスタコーヴィチ

交響曲 第10番 ホ短調 作品93

1988/06/15

NHKホール

#1057
B

スラットキン、レナード

タワー

セコイア

1988/06/15

NHKホール

#1057
B

スラットキン、レナード

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

1988/06/15

NHKホール

#1057
B

スラットキン、レナード

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1988/06/20

サントリーホール

スラットキン、レナード

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1988/06/20

サントリーホール

スラットキン、レナード

バーバー

ノクスビル(1915年の夏) 作品
24

1988/06/20

サントリーホール

スラットキン、レナード

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1993/05/21

NHKホール

#1202
C

スラットキン、レナード

フィリップス、M.

Turning

1993/05/21

NHKホール

#1202
C

スラットキン、レナード

武満徹

ア・ストリング・アラウンド・オータム

1993/05/21

NHKホール

#1202
C

スラットキン、レナード

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1993/05/27

NHKホール

#1203
A

スラットキン、レナード

プーランク

グロリア

1993/05/27

NHKホール

#1203
A

スラットキン、レナード

マーラー

交響曲 第5番 嬰ハ短調

1993/06/02

NHKホール

#1204
B

スラットキン、レナード

リゲティ

ロンターノ

1993/06/02

NHKホール

#1204
B

スラットキン、レナード

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

ラベック、カーティア(pf.)/ラベック、マ
リエル(pf.)

1993/06/02

NHKホール

#1204
B

スラットキン、レナード

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

ラベック、カーティア(pf.)/ラベック、マ
リエル(pf.)/スラトキン、レナード(pf.)

1993/06/02

NHKホール

#1204
B

スラットキン、レナード

シュトラウス、リヒャルト

1993/06/06
1993/06/06
1993/06/06
1996/05/27
1996/05/27
1996/05/27
1996/05/27

サントリーホール
サントリーホール
サントリーホール
サントリーホール
サントリーホール
サントリーホール
サントリーホール

スラットキン、レナード
スラットキン、レナード
スラットキン、レナード
スラットキン、レナード
スラットキン、レナード
スラットキン、レナード
スラットキン、レナード

サン・サーンス
ドビュッシー
メシアン
ガーシュウィン
ガーシュウィン
ラヴェル
ラヴェル

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
ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103
交響詩「海」
キリストの昇天
キューバ序曲
コンチェルト・イン・F
左手のためのピアノ協奏曲
ボレロ

1996/06/01

NHKホール

#1295
C

スラットキン、レナード

コリリャーノ

エレジー

1996/06/01

NHKホール

#1295
C

スラットキン、レナード

バーバー

ヴァイオリン協奏曲 作品14

竹澤恭子(vln.)

1996/06/01

NHKホール

#1295
C

スラットキン、レナード

マーラー

交響曲 第4番 ト長調

ホーヘンフェルト、リンダ(sop.)

1996/06/06

NHKホール

#1296
A

スラットキン、レナード

マクティー

サーキット

1996/06/06

NHKホール

#1296
A

スラットキン、レナード

ヒンデミット

ヴァイオリン協奏曲

1996/06/06

NHKホール

#1296
A

スラットキン、レナード

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1996/06/12

NHKホール

#1297
B

スラットキン、レナード

グリンカ

幻想曲「カマリンスカヤ」

1996/06/12

NHKホール

#1297
B

スラットキン、レナード

ハチャトゥリアン

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調

カリクシュタイン、ヨーゼフ(pf.)

藤川真弓(vln.)

オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88
ホーヘンフェルト、リンダ(sop.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

バシュメット、ユーリ(vla.)

ホーヘンフェルト、リンダ(sop.)/
東京混声合唱団(chor.)

ロジェ、パスカル(pf.)

クロスリー、ポール(pf.)
クロスリー、ポール(pf.)

サントリーホール定期演奏会1993-III
サントリーホール定期演奏会1993-III
サントリーホール定期演奏会1993-III
サントリーホール定期演奏会1996年-I
サントリーホール定期演奏会1996年-I
サントリーホール定期演奏会1996年-I
サントリーホール定期演奏会1996年-I

ペスカノフ、マーク(vln.)

工藤重典(fl.)

ヴァイオリン協奏曲の独奏ヴァイオリンの
パートをフルートで演奏

1996/06/12

NHKホール

#1297
B

スラットキン、レナード

リムスキー・コルサコフ

2000/02/10

NHKホール

#1400
A

スラットキン、レナード

アイヴス(シューマン、ウィリ
アメリカ変奏曲 作品3
アム)

2000/02/10

NHKホール

#1400
A

スラットキン、レナード

バーバー

ヴァイオリン協奏曲 作品14

2000/02/10

NHKホール

#1400
A

スラットキン、レナード

コープランド

交響曲 第3番

2000/02/16

サントリーホール

#1401
B

スラットキン、レナード

ヴォーン・ウィリアムズ

タリスの主題による幻想曲

サントリーホール

#1401
B

スラットキン、レナード

バーバー

ピアノ協奏曲 作品38

2000/02/16

サントリーホール

#1401
B

スラットキン、レナード

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2000/02/26

NHKホール

#1402
C

スラットキン、レナード

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

2000/02/26

NHKホール

#1402
C

スラットキン、レナード

バーバー

チェロ協奏曲 作品22

2000/02/26

NHKホール

#1402
C

スラットキン、レナード

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2008/12/23

NHKホール

スラットキン、レナード

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

2012/01/18

サントリーホール

#1719
B

スラットキン、レナード

ロッシーニ

歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

2012/01/18

サントリーホール

#1719
B

スラットキン、レナード

ルトスワフスキ

チェロ協奏曲

2012/01/18

サントリーホール

#1719
B

スラットキン、レナード

ショスタコーヴィチ

交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2012/01/28

NHKホール

#1720
A

スラットキン、レナード

ペルト

フラトレス (1977/1991)

2012/01/28

NHKホール

#1720
A

スラットキン、レナード

バーバー

ヴァイオリン協奏曲 作品14

2012/01/28

NHKホール

#1720
A

スラットキン、レナード

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2012/09/21

NHKホール

#1734
C

スラットキン、レナード

リャードフ

8つのロシア民謡 作品58

2012/09/21

NHKホール

#1734
C

スラットキン、レナード

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」

2016/04/16

NHKホール

#1832
A

スラットキン、レナード

バッハ、J.S.

無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第3番 ホ長調
伊藤亮太郎(vln.)
BWV1006から 前奏曲

2016/04/16

NHKホール

#1832
A

スラットキン、レナード

バッハ、J.S.

カンタータ「神よ、あなたに感謝をささげます」
BWV29から シンフォニア

2016/04/16

NHKホール

#1832
A

スラットキン、レナード

バッハ、J.S.(ウッド)

組曲 第6番から 終曲

2016/04/16

NHKホール

#1832
A

スラットキン、レナード

バッハ、J.S.（バルビローリ）

カンタータ「狩りだけが私の喜び」BWV208から
「羊は安らかに草を食み」

2016/04/16

NHKホール

#1832
A

スラットキン、レナード

バッハ、J.S.（オーマンディ）

カンタータ「心と口と行いと命」BWV147から「主
よ、人の望みの喜びよ」

2016/04/16

NHKホール

#1832
A

スラットキン、レナード

バッハ、J.S.（ストコフス
キー）

トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

2016/04/16

NHKホール

#1832
A

スラットキン、レナード

プロコフィエフ

交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2016/04/22

NHKホール

#1833
C

スラットキン、レナード

ベルリオーズ

歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

2016/04/22

NHKホール

#1833
C

スラットキン、レナード

武満徹

ファミリー・トゥリー (系図)

2016/04/22

NHKホール

#1833
C

スラットキン、レナード

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2016/04/27

サントリーホール

#1834
B

スラットキン、レナード

バーンスタイン

歌劇「キャンディード」：序曲

2016/04/27

サントリーホール

#1834
B

スラットキン、レナード

バーンスタイン

「オン・ザ・タウン」から「３つのダンス・エピソー
ド」

2016/04/27

サントリーホール

#1834
B

スラットキン、レナード

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

2016/04/27

サントリーホール

#1834
B

スラットキン、レナード

マーラー

交響曲 第4番 ト長調

1973/10/11

NHKホール

#610 A スワロフスキー、ハンス

モーツァルト、W.A.

交響曲 第25番 ト短調 K.183

1973/10/11

NHKホール

#610 A スワロフスキー、ハンス

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

1973/10/17

NHKホール

#611 B スワロフスキー、ハンス

モーツァルト、W.A.

交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

1973/10/17

NHKホール

#611 B スワロフスキー、ハンス

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・フアン」 作品20

1973/10/17

NHKホール

#611 B スワロフスキー、ハンス

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1973/10/20

NHKホール

#612 C スワロフスキー、ハンス

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2013/11/15

NHKホール

#1767
C

ソヒエフ、トゥガン

ボロディン

交響詩「中央アジアの草原で」

2013/11/15

NHKホール

#1767
C

ソヒエフ、トゥガン

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

2013/11/15

NHKホール

#1767
C

ソヒエフ、トゥガン

プロコフィエフ

交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2013/11/20

サントリーホール

#1768
B

ソヒエフ、トゥガン

リャードフ

交響詩「魔の湖」 作品62

2013/11/20

サントリーホール

#1768
B

ソヒエフ、トゥガン

ショスタコーヴィチ

ヴァイオリン協奏曲 第2番 嬰ハ短調 作品129

2013/11/20

サントリーホール

#1768
B

ソヒエフ、トゥガン

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2016/01/15

NHKホール

#1827
C

ソヒエフ、トゥガン

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

2000/02/16

交響組曲「シェエラザード」 作品35

山口裕之(vln.)

フランク、パメラ(vln.)

ブラウニング、ジョン(pf.)

イッサーリス、スティーヴン(vlc.)

横山恵子(sop.)/加納悦子(alt.)
/プランテ、ウォルター(ten.)/甲斐栄
次郎(br.)/国立音楽大学(chor.)

ケラス、ジャン・ギアン(vlc.)

サレルノ・ソネンバーグ、ナージャ
(vln.)

山口まゆ（語り）/大田智美（アコー
ディオン）

安井陽子(sop.)

バドゥラ・スコダ、パウル(pf.)/
デムス、イェルク(pf.)

ベレゾフスキー、ボリス(pf.)

諏訪内晶子(vln.)

シュトイデ、フォルクハルト(vln.)/ソモ
ダリ、ペーテル(vlc.)

2016/01/15

NHKホール

#1827
C

ソヒエフ、トゥガン

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

2016/01/20

サントリーホール

#1828
B

ソヒエフ、トゥガン

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

2016/01/20

サントリーホール

#1828
B

ソヒエフ、トゥガン

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

2016/01/20

サントリーホール

#1828
B

ソヒエフ、トゥガン

チャイコフスキー

バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20 (抜粋)

2016/10/26

サントリーホール

#1846B ソヒエフ、トゥガン

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

#1846B ソヒエフ、トゥガン

ゲニューシャス、ルーカス（pf.）

レオンスカヤ、エリーザベト(pf.)

2016/10/26

サントリーホール

2016/10/31

NHKホール

ソヒエフ、トゥガン

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」

2016/10/31

NHKホール

ソヒエフ、トゥガン

武満徹

マイウェイ・オブ・ライフ－マイケル・ヴァイナーの
マギー、ギャリー(br.)
追憶に－

NHK音楽祭2016

2016/10/31

NHKホール

ソヒエフ、トゥガン

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

NHK音楽祭2016

NHK音楽祭2016

シーロヴァ、スヴェトラーナ(ms.)/
キマチ、アンドレイ(br.)/片岡愛之助
(語り)/東京混声合唱団、東京少年
少女合唱隊(chor.)

2017/11/17

NHKホール

1871C ソヒエフ、トゥガン

プロコフィエフ（スタセヴィチ
オラトリオ｢イワン雷帝」 作品116
編）

2017/11/22

サントリーホール

1872B ソヒエフ、トゥガン

プロコフィエフ

組曲「キージェ中尉」 作品60

2017/11/22

サントリーホール

1872B ソヒエフ、トゥガン

プロコフィエフ

スキタイ組曲「アラとロリー」 作品20

2017/11/22

サントリーホール

1872B ソヒエフ、トゥガン

プロコフィエフ

交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131

2019/01/16

サントリーホール

1904B ソヒエフ、トゥガン

フォーレ

組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2019/01/16

サントリーホール

1904B ソヒエフ、トゥガン

ブリテン

シンプル・シンフォニー 作品4

2019/01/16

サントリーホール

1904B ソヒエフ、トゥガン

リムスキー・コルサコフ

交響組曲「シェエラザード」 作品35

2019/01/26

NHKホール

1905C ソヒエフ、トゥガン

リャードフ

交響詩「バーバ・ヤガー」 作品56

2019/01/26

NHKホール

1905C ソヒエフ、トゥガン

グリエール

ハープ協奏曲 変ホ長調 作品
74

メストレ、グザヴィエ・ドゥ(hrp.)

2019/01/26

NHKホール

1905C ソヒエフ、トゥガン

ベルリオーズ

交響曲「イタリアのハロルド」 作品16

佐々木亮(vla.)

2019/10/17

NHKホール

1922C ソヒエフ、トゥガン

バラキレフ（リャプノーフ）

東洋風の幻想曲「イスラメイ」

2019/10/17

NHKホール

1922C ソヒエフ、トゥガン

ラフマニノフ

パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

2019/10/17

NHKホール

1922C ソヒエフ、トゥガン

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2019/10/23

サントリーホール

1923B ソヒエフ、トゥガン

ベルリオーズ

劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：鬼火の
メヌエット/ハンガリー行進曲

2019/10/23

サントリーホール

1923B ソヒエフ、トゥガン

ビゼー

交響曲 第1番 ハ長調

2019/10/23

サントリーホール

1923B ソヒエフ、トゥガン

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

2019/10/23

サントリーホール

1923B ソヒエフ、トゥガン

ベルリオーズ

劇的交響曲「ロメオとジュリエット」作品17（抜粋）

アンゲリッシュ、二コラ(pf.)

