日付

会場

定期

指揮者

作曲家

曲名

ソリスト

備考

ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)

リリークラウスによるピアノ協奏曲第17番ト
長調K.453から変更

1980/12/05

NHKホール

#826 C ワイケルト、ラルフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1980/12/05

NHKホール

#826 C ワイケルト、ラルフ

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」

1980/12/05

NHKホール

#826 C ワイケルト、ラルフ

ドヴォルザーク

交響曲 第6番 ニ長調 作品60

1980/12/12

NHKホール

#827 B ワイケルト、ラルフ

コダーイ

マロシュセーク舞曲

1980/12/12

NHKホール

#827 B ワイケルト、ラルフ

プロコフィエフ

ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16

1980/12/12

NHKホール

#827 B ワイケルト、ラルフ

ヒンデミット

交響曲 「画家マチス」

1980/12/17

NHKホール

#828 A ワイケルト、ラルフ

モーツァルト、W.A.

1980/12/22

NHKホール

ワイケルト、ラルフ

バッハ、J.S.

1980/12/22

NHKホール

ワイケルト、ラルフ

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1997/03/12

NHKホール

#1318
B

ワイケルト、ラルフ

ワーグナー、リヒャルト

舞台神聖祭典劇「パルシファル」：前奏曲

1997/03/12

NHKホール

#1318
B

ワイケルト、ラルフ

ワーグナー、リヒャルト

ヴェーゼンドンクの5つの詩

1997/03/12

NHKホール

#1318
B

ワイケルト、ラルフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1997/03/12

NHKホール

#1318
B

ワイケルト、ラルフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：エルザの夢「寂しい日々
ステューダー、チェリル(sop.)
に神に祈った」

1997/03/12

NHKホール

#1318
B

ワイケルト、ラルフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

1997/03/12

NHKホール

#1318
B

ワイケルト、ラルフ

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

1997/03/12

NHKホール

#1318
B

ワイケルト、ラルフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：エリーザベトの祈り「マリア
ステューダー、チェリル(sop.)
様、願いをお聞きください」

1997/03/12

NHKホール

#1318
B

ワイケルト、ラルフ

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

1964/10/15

東京文化会館

若杉弘

ラモー

バレエ組曲「カストールとポリュックス」：序曲 /
タンブーラン
/ メヌエット/ パスピエ / シャコンヌ

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1964/10/15

東京文化会館

若杉弘

入野義朗

交響曲 第2番

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1964/10/15

東京文化会館

若杉弘

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1964/10/18
1964/10/18

スタジオ録音
スタジオ録音

若杉弘
若杉弘

入野義朗
三善晃

交響曲 第2番
管弦楽のための協奏曲

芸術祭参加作品
芸術祭参加作品

1964/11/15

杉並公会堂

若杉弘

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1964/11/15

杉並公会堂

若杉弘

メシアン

キリストの昇天

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1965/07/12

不詳

若杉弘

モーツァルト、W.A.

ディヴェルティメント 変ロ長調
K.287

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1965/07/12

不詳

若杉弘

モーツァルト、W.A.

1965/10/24
1965/10/24

東京文化会館
東京文化会館

若杉弘
若杉弘

モーツァルト、W.A.
小倉朗

1965/10/24

東京文化会館

若杉弘

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1965/10/24

東京文化会館

若杉弘

ベルリオーズ

劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

1965/7/12

不詳

若杉弘

モーツァルト、W.A.

レ・プティ・リアン K.Anh.10：序曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1968/10/05

旧NHKホール

若杉弘

ドビュッシー(ビュセール)

小組曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/10/05

旧NHKホール

若杉弘

シューマン、ローベルト

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/10/08

東京厚生年金会館

若杉弘

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1969/08/16

不詳

若杉弘

ヘンデル

組曲「水の上の音楽」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/08/16

不詳

若杉弘

デュカス

バレエ音楽「ペリ」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/09/06

不詳

若杉弘

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/09/06

不詳

若杉弘

シュトラウス、リヒャルト

楽劇「サロメ」 作品54：間奏曲/サロメの踊り

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/09/16
1969/09/16

鈴鹿市民会館
鈴鹿市民会館

若杉弘
若杉弘

ベートーヴェン
ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

久保陽子(vln.)

1969/11/06放送

不詳

若杉弘

三善晃

赤き死の仮面

水島弘(声)

芸術祭参加作品
＜原作＞エドガー・アラン・ポオ
＜台本＞芦屋和

1969/11/06放送

不詳

若杉弘

端山貢明

ピアノとオーケストラのための交響的変容

小林仁(pf.)

芸術祭参加作品

1969/11/13放送

不詳

若杉弘

別宮貞雄

ヴァイオリン協奏曲

黒沼ユリ子(vln.)

芸術祭参加作品

1970/06/13

不詳

若杉弘

トマ

歌劇「ミニョン」：序曲

1970/06/13

不詳

若杉弘

ラロ

スペイン交響曲 ニ短調 作品21

1970/06/13

不詳

若杉弘

ポンキエルリ

歌劇「ジョコンダ」：時の踊り

中村紘子(pf.)

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」
組曲 第1番 ハ長調 BWV1066
曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/宮原昭吾
(br.)/国立音楽大学(chor.)

ステューダー、チェリル(sop.)

ステューダー、チェリル(sop.)

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」
歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲
弦楽合奏のためのソナチネ

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
江藤俊哉(vln.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/08/15

不詳

若杉弘

野田暉行

オーケストラと声による断章「子供部屋」

瀬山詠子(sop.)/平野忠彦(br.)/日本
芸術祭参加作品
合唱教会(chor.)

1970/10/10

不詳

若杉弘

ファリャ

バレエ音楽「恋は魔術師」

成田絵智子(alt.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/10/10

不詳

若杉弘

リムスキー・コルサコフ

スペイン奇想曲 作品34

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/10/10

不詳

若杉弘

芥川也寸志

交響管弦楽のための音楽

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/10/29放送

不詳

若杉弘

佐藤眞

管弦楽のための変奏曲

芸術祭参加

1971/07/25放送

不詳

若杉弘

池辺晋一郎

オペラ「死神」

斎藤昌子(死神)/中村義春(早川貫
(葬儀屋))/成田絵智子(その妻た
つ)/曾我淑人(松本青年) ほか
ユニオン・プロダクション
劇団若草
鳳プロ
東京放送合唱団(chor.)

1971/10/28放送

不詳

若杉弘

別宮貞雄

ヴィオラ協奏曲

今井信子(vla.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」

1971/11/04放送

不詳

若杉弘

小倉朗

ヴァイオリン協奏曲

小栗まち絵(vln.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」

1973/03/27

東京郵便貯金会館

若杉弘

南弘明

ソプラノと管弦楽のための「七夕の歌」

瀬山詠子(sop.)

現代の音楽展'73第4夜

1973/03/27

東京郵便貯金会館

若杉弘

別宮貞雄

ヴァイオリン協奏曲

江藤俊哉(vln.)

現代の音楽展'73第4夜

1973/03/27

東京郵便貯金会館

若杉弘

水野修孝

オーケストラのための1966

1973/03/31

東京文化会館

若杉弘

林光

合唱とオーケストラのための
「アース」

日本プロ合唱団連合(chor.)

世界初演日本プロ合唱団連合演奏会

1974/10/19放送

不詳

若杉弘

外山三保子

アルト詩曲

戸嶋由美(alt.)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1974/12/27放送

不詳

若杉弘

池辺晋一郎

ダイモルフィズム（同質二像）オルガンとオーケ
ストラのために

広野嗣雄(org.)

昭和４９年度芸術祭 優秀賞受賞

1986/06/11

NHKホール

マーラー

交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

#994 A 若杉弘

1986/06/19

NHKホール

#995 B 若杉弘

ドビュッシー

歌劇「ペレアスとメリザンド」 (演奏会形式)

1986/06/27

NHKホール

#996 C 若杉弘

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1986/06/27

NHKホール

#996 C 若杉弘

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)

1989/12/01

NHKホール

#1097
C

若杉弘

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

1989/12/01

NHKホール

#1097
C

若杉弘

ブルックナー

交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

＜作＞今村昌平
＜演出＞杉理一

改訂初演現代の音楽展'73第4夜

アルステット、ダグラス(ペレアス)/松
本美和子(メリザンド)/勝部太(ゴ
ロー)/岡村喬生(アルケル)/伊原直 省略部分あり
子(ジュヌヴィエーヴ)/斎藤昌子(イ 合唱指導：岡田司
ニョルド)/高橋修一(医師)/村田健司
(羊飼い)/二期会(chor.)

クリーン、ワルター(pf.)

佐藤しのぶ(聖処女)/大倉由紀枝(マ
ルガレーテ)/伊原直子(カタリーナ)/
伊藤叔(ソプラノ独唱
&酒樽おっかあ)/近藤伸政(声
&伝令官Ｉ&聖職者)/福井敬
(ブタ)/勝部太(声&伝令官II&別の百
姓)/国立音楽大学(chor.)/国立音楽
原語による日本初演
大学附属小学校(chor.)/フルネ、ア
合唱指導：佐藤公孝/尾原敏子
ンヌ(ジャンヌ・ダルク)/ルヴェル、ドミ
原語指導：村田健司
ニク(ドミニク修道士)/村田健司(第1
の詠者(伝令官III&ロバ
&ヘッドフォード&ジャン・ド・リュクサ
ンブール&突風北風おじさん&百
姓))/マリー、クロード(第2の詠者(廷
吏&ルニョー・ド・シャルトル&ギョー
ム・ド・フラヴィ&ペロ&司祭)

1989/12/07

NHKホール

#1098
A

若杉弘

オネゲル

オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

1989/12/14

NHKホール

#1099
B

若杉弘

マーラー

交響曲 第9番 ニ長調

1989/12/22

NHKホール

若杉弘

ブラームス

哀悼の歌 作品82

1989/12/22

NHKホール

若杉弘

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1992/01/10

NHKホール

#1160
C

若杉弘

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

1992/01/10

NHKホール

#1160
C

若杉弘

ベルク

歌劇「ヴォツェック」から ソプラノと管弦楽のため 佐藤しのぶ(マリー&マリーのこども)/
演奏会用編曲版
の3つの断章
東京放送児童合唱団(chor.)

1992/01/10

NHKホール

#1160
C

若杉弘

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1992/01/16

NHKホール

#1161
A

若杉弘

マーラー

交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

佐藤しのぶ(sop.)/松本美和子
(sop.)/三縄みどり(sop.)/伊原直子
(alt.)/永井和子(alt.)/伊達英二
合唱指導：関屋晋
(ten.)/木村俊光(br.)/高橋啓三(bs.)/
晋友会(chor.)/東京放送児童合唱団
(chor.)

松本美和子(子供)/春日成子
(ママ&カップ&トンボ&木々&
動物たち)/水島範子(安楽椅子
&コウモリ&フクロウ&羊飼いの娘&
木々&動物たち)/番場ちひろ(火&お
姫様&うぐいす
言語指導：村田健司
&木々&動物たち)/青木道子(雌猫&
合唱指導：岡田司
リス&羊飼いの男&木々&動物たち)/
高橋啓三(ソファ&木&木々&動物た
ち)/村田健司(大時計&雄猫&木々&
動物たち)/小林彰英(ティーポット&
小さな老人&雨蛙&木々&動物たち)/
二期会(chor.)

1992/01/22

NHKホール

#1162
B

若杉弘

ラヴェル

歌劇「こどもと魔法」 (演奏会形式)

1992/01/22

NHKホール

#1162
B

若杉弘

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1992/01/27

サントリーホール

若杉弘

ヘンデル(モーツァルト)

オラトリオ「メサイア」

豊田喜代美(sop.)/永井和子(alt.)/近 サントリーホール定期演奏会
藤伸政(ten.)/勝部太(bs.)/日本プロ NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
合唱団連合(chor.)
～モーツァルトとヘンデルの世界K.572

1992/12/22

NHKホール

若杉弘

ブラームス

アルト･ラプソディー 作品53

ゾッフェル、ドリス(alt.)/国立音楽大
学(malechor.)

1992/12/22

NHKホール

若杉弘

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

コバーン、パメラ(sop.)/ゾッフェル、ド
リス(alt.)/シュンク、ロベルト(ten.)/ニ
ムスゲルン、ジークムント(br.)/国立
音楽大学(chor.)

1995/05/12

NHKホール

#1262
C

若杉弘

マーラー

花の章

1995/05/12

NHKホール

#1262
C

若杉弘

マーラー

さすらう若者の歌

1995/05/12

NHKホール

#1262
C

若杉弘

マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1995/05/18

NHKホール

#1263
A

若杉弘

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1995/05/18

NHKホール

#1263
A

若杉弘

モーツァルト、W.A.

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1995/05/18

NHKホール

#1263
A

若杉弘

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1995/05/24

NHKホール

#1264
B

1995/09/19

河野克典(br.)

岩永圭子(トーヴェ)/ルンケル、ライ
ンヒルト(鳩)/志村文彦(農民)/田代
誠(ワルデマール)/小林一男(クラウ 合唱指導：佐藤公孝
ス)/木村俊光(語り手)/国立音楽大
学(chor.)

若杉弘

シェーンベルク

グレの歌

Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1995/09/19

Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1995/09/19

Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

ORCHARDSPECIAL'95
N響

1996/01/29

サントリーホール

若杉弘

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルスプログラムには、「ノ
ヴァーク・第2版L.Nowaked.2ndver.」と記載.

1996/02/26

サントリーホール

若杉弘

ブルックナー

交響曲 第3番 ニ短調 (ノヴァーク版)

サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルスプログラムには、第3
稿[ノヴァーク版]と記載

1996/03/31

サントリーホール

若杉弘

メシアン

かの高みの都市

1996/03/31

サントリーホール

若杉弘

ブルックナー

交響曲 第8番 ハ短調 (1890年稿ノヴァーク版)

1996/04/06

NHKホール

#1289
C

若杉弘

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

1996/04/06

NHKホール

#1289
C

若杉弘

ブーレーズ

ノタシオン～オーケストラのための： I,IV,III & II

1996/04/06

NHKホール

#1289
C

若杉弘

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1996/10/28

サントリーホール

若杉弘

武満徹

弦楽のためのレクイエム

1996/10/28

サントリーホール

若杉弘

湯浅譲二

ヴァイオリン協奏曲 「イン・メモリー・オブ・武満
徹」

堀米ゆず子(vln.)

世界初演サントリー10周年記念フェスティ
バル公演

1996/10/28

サントリーホール

若杉弘

芥川也寸志

オルガンとオーケストラのための「響」

小林英之(org.)

サントリーホール10周年記念フェスティバ
ル公演

1997/01/13

サントリーホール

若杉弘

メシアン

さればわれ死者の復活を待ち望む

サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス2つの世紀のカトリッ
ク――ブルックナー没後100年記念

1997/01/13

サントリーホール

若杉弘

ブルックナー

交響曲 第2番 ハ短調 (ノヴァーク版)

サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス2つの世紀のカトリッ
ク――ブルックナー没後100年記念プログ
ラムには第2稿ノヴァーク版と記載

2006/09/08

NHKホール

#1575
C

若杉弘

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

2006/09/08

NHKホール

#1575
C

若杉弘

マーラー

交響曲 第9番 ニ長調

2006/09/13

サントリーホール

#1576
B

若杉弘

武満徹

弦楽のためのレクイエム

2006/09/13

サントリーホール

#1576
B

若杉弘

武満徹

弧 第2部：テクスチュアズ

ORCHARDSPECIAL'95
N響
小山実稚恵(pf.)

木村かをり(pf.)

ORCHARDSPECIAL'95
N響

サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス

サントリーホール10周年記念フェスティバ
ル公演

当初この公演は岩城宏之が指揮予定だっ
たが、2006年6月に急逝したため、若杉弘
と外山雄三に指揮者が変更になった

高橋アキ(pf.)/佐藤紀雄(guit.)

当初この公演は岩城宏之が指揮予定だっ
たが、2006年6月に急逝したため、若杉弘
と外山雄三に指揮者が変更になった

若杉弘

黛敏郎

曼荼羅交響曲

当初この公演は岩城宏之が指揮予定だっ
たが、2006年6月に急逝したため、若杉弘
と外山雄三に指揮者が変更になった

不詳

渡邉暁雄

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1972/09/23放送

不詳

渡邉暁雄

シベリウス

テンペスト 作品109

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1985/02/06

NHKホール

#952 A 渡邉暁雄

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、渡邉暁雄に指揮者変更

1985/02/06

NHKホール

#952 A 渡邉暁雄

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、渡邉暁雄に指揮者変更

1985/02/06

NHKホール

#952 A 渡邉暁雄

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

ハレル、リン(vlc.)/菅沼準二
(vla.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、渡邉暁雄に指揮者変更

1985/02/18

東京文化会館

渡邉暁雄

ベートーヴェン

三重協奏曲 ハ長調 作品56

小山実稚恵(pf.)/加藤知子
(vln.)/山崎伸子(vlc.)

都民芸術フェスティバル～第16回都民の
ためのコンサート

1985/02/18

東京文化会館

渡邉暁雄

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1985/02/22

NHKホール

#954 C 渡邉暁雄

バッハ、J.S.

ミサ曲 ロ短調 BWV232

2006/06/03

NHKホール

#1571
A

渡邊一正

ハチャトゥリアン

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

2006/06/03

NHKホール

#1571
A

渡邊一正

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

2006/06/03

NHKホール

#1571
A

渡邊一正

ラフマニノフ

交響的舞曲 作品45

2013/02/28

NHKホール

渡邊一正

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響チャリティーコンサートHOPE

2013/02/28

NHKホール

渡邊一正

ラロ

スペイン交響曲 ニ短調 作品21：第1楽章 / 第4
山根一仁(vln.)
楽章 / 第5楽章

N響チャリティーコンサートHOPE

2013/02/28

NHKホール

渡邊一正

チャイコフスキー

ロココ風の主題による変奏曲 作品33

横坂源(vlc.)

N響チャリティーコンサートHOPE

2013/02/28

NHKホール

渡邊一正

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

外山啓介(pf.)

N響チャリティーコンサートHOPE

2017/07/30

NHKホール

渡邊一正

ヒーリー、ブルース

ディズニー｢ファンタズミック」メインテーマ

ほっとコンサート2017

2017/07/30

NHKホール

渡邊一正

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

ほっとコンサート2017

2017/07/30

NHKホール

渡邊一正

メンデルスゾーン

「夏の夜の夢」 作品61：結婚行進曲

ほっとコンサート2017

2017/07/30

NHKホール

渡邊一正

すぎやまこういち

交響組曲「ドラゴンクエストＶ－天空の花嫁」：序
曲のマーチ / 王宮のトランペット / 愛の旋律 /
戦火を交えて～不死身の敵に挑む / 結婚ワル
ツ

ほっとコンサート2017

2017/07/30

NHKホール

渡邊一正

ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
「アナと雪の女王」：生まれてはじめて
ロペス、ロバート 作詞作曲

生田絵梨花(Vocal)/新妻聖子
(Vocal)

2017/07/30

NHKホール

渡邊一正

ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
「アナと雪の女王」：とびら開けて
ロペス、ロバート 作詞作曲

生田絵梨花（Vocal）/津田英佑
(Vocal)

2017/07/30

NHKホール

渡邊一正

ロペス、クリスティン・アンダ
「アナと雪の女王」：レット・イット・ゴー～ありのま
ソン
新妻聖子(Vocal)
まで～
ロペス、ロバート 作詞作曲

ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

2017/07/30

NHKホール

渡邊一正

スレイター、グレン 作詞 メ
「塔の上のラプンツェル」：輝く未来
ンケン、アラン 作曲

生田絵梨花（Vocal）/津田英佑
(Vocal)

ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

2017/07/30

NHKホール

渡邊一正

クンツェ、ミヒャエル 作詞
リーヴァイ、シルヴェスター 「エリザベート」：私だけに
作曲

新妻聖子(Vocal)

ほっとコンサート2017
訳詞：小池修一郎
編曲：挾間美帆

2017/07/30
2017/07/30

NHKホール
NHKホール

渡邊一正
渡邊一正

ウィリアムズ、ジョン
ホルスト

雅の鐘
組曲「惑星」：木星

1978/02/09

NHKホール

#742 A ワラット、ハンス

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1978/02/09

NHKホール

#742 A ワラット、ハンス

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

1978/02/09

NHKホール

#742 A ワラット、ハンス

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1978/02/15

NHKホール

#743 B ワラット、ハンス

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」

1978/02/15

NHKホール

#743 B ワラット、ハンス

モーツァルト、W.A.

協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9

1978/02/15

NHKホール

#743 B ワラット、ハンス

シューマン、ローベルト

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1978/02/24

NHKホール

#744 C ワラット、ハンス

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1978/02/24

NHKホール

#744 C ワラット、ハンス

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

1978/02/24

NHKホール

#744 C ワラット、ハンス

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1966/06/07

東京文化会館

#470 A ワルベルク、ハインツ

ヒンデミット

交響曲 「画家マチス」

1966/06/08

東京文化会館

#470 A ワルベルク、ハインツ

ニコライ

歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」：序曲

1966/06/08

東京文化会館

#470 A ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

2006/09/13

サントリーホール

1972/09/23放送

#1576
B

都民芸術フェスティバル～第16回都民の
ためのコンサート
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
曽我栄子(sop.)/西明美(alt.)/佐々木
と、当初の予定はオットマール・スウィト
正利(ten.)/大島幾雄(br.)/高橋啓三
ナーであったが、渡邉暁雄に指揮者変更
(bs.)/国立音楽大学(chor.)
合唱指導：佐藤公孝

カプソン、ルノー(vln.)

ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

ほっとコンサート2017
ほっとコンサート2017

鈴木秀太郎(vln.)

小島葉子(ob.)/浜中浩一(cl.)/
霧生吉秀(fg.)/千葉馨(hrn.)

中村紘子(pf.)

スーク、ヨセフ(vln.)

1966/06/08

東京文化会館

#470 A ワルベルク、ハインツ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

1966/06/13

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

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」

1966/06/13

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

モーツァルト、W.A.

1966/06/13
1966/06/13?
1966/06/18
1966/06/18
1966/06/18
1966/06/18
1966/06/18

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ

ストラヴィンスキー
ベートーヴェン
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨハン(2世)

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)(ラ
喜歌劇「千一夜物語」 作品346：間奏曲
イテラー、エルンスト)

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18
1966/06/18

東京文化会館
東京文化会館

ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
皇帝円舞曲 作品437

ヨハン・シュトラウスの夕べ
ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

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

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「ジプシー男爵」：序曲

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

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

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「観光列車」 作品281

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

常動曲 作品257

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「狩り」 作品373

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/18

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

ヨハン・シュトラウスの夕べ

1966/06/24

東京文化会館

#471 B ワルベルク、ハインツ

ブラームス

大学祝典序曲 作品80

1966/06/25

東京文化会館

#471 B ワルベルク、ハインツ

ショパン

ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

1966/06/25

東京文化会館

#471 B ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1968/10/14

東京文化会館

#510 A ワルベルク、ハインツ

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1968/10/15

東京文化会館

#510 A ワルベルク、ハインツ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「リエンチ」：序曲

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

スッペ

喜歌劇「軽騎兵」：序曲

臨時公演「美しきウィーン」

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

ツィーラー

扇のポロネーズ 作品525

臨時公演「美しきウィーン」

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「春の声」 作品410

臨時公演「美しきウィーン」

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

ランナー

ワルツ「シェーンブルンの人々」 作品200

臨時公演「美しきウィーン」

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「ジプシー男爵」：入場行進曲

臨時公演「美しきウィーン」

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「わたしの恋人」 作品418

臨時公演「美しきウィーン」

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、エドゥアルド

ポルカ「テープは切られた」 作品45

臨時公演「美しきウィーン」

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

レハール

ワルツ「金と銀」

臨時公演「美しきウィーン」

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

エジプト行進曲 作品335

臨時公演「美しきウィーン」

1968/10/19

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「親しい仲」 作品367

臨時公演「美しきウィーン」

田中希代子(pf.)

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」
バレエ組曲「火の鳥」
「エグモント」 作品84：序曲
喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲
ポルカ・マズルカ「スプリーン」 作品197
アンネン・ポルカ 作品117
ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
行進曲「新兵さんの出陣」 作品398

1968/10/26

東京文化会館

#511 B ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1968/11/01,02

東京文化会館

#512 A ワルベルク、ハインツ

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

1968/11/01,02

東京文化会館

#512 A ワルベルク、ハインツ

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」

1968/11/02

東京文化会館

#512 A ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、リヒャルト

アルプス交響曲 作品64

1968/11/08

東京文化会館

#513 B ワルベルク、ハインツ

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1968/11/08

東京文化会館

#513 B ワルベルク、ハインツ

プフィッツナー

ハイルブロンのケートヒェン 作品17a：序曲

1968/11/08

東京文化会館

#513 B ワルベルク、ハインツ

ヒンデミット

ウェーバーの主題による交響的変容

1975/06/13

NHKホール

#664 C ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」 作品92

1975/06/13

NHKホール

#664 C ワルベルク、ハインツ

リスト

ピアノ協奏曲 第2番 イ長調

1975/06/13

NHKホール

#664 C ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

セレナード ハ長調 作品48

1975/06/13

NHKホール

#664 C ワルベルク、ハインツ

ブラームス

ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番

1975/06/18

NHKホール

#665 A ワルベルク、ハインツ

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

1975/06/18

NHKホール

#665 A ワルベルク、ハインツ

シェーンベルク

清められた夜 作品4

1975/06/18

NHKホール

#665 A ワルベルク、ハインツ

フランク

交響曲 ニ短調

1975/06/25

NHKホール

#666 B ワルベルク、ハインツ

シューベルト

交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1975/06/25

NHKホール

#666 B ワルベルク、ハインツ

パガニーニ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6

1975/06/25

NHKホール

#666 B ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、リヒャルト

組曲「ばらの騎士」

1977/05/28

NHKホール

ワルベルク、ハインツ

サン・サーンス

ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

ヨハン・シュトラウスの夕べ
ヨハン・シュトラウスの夕べ
ヨハン・シュトラウスの夕べ
ヨハン・シュトラウスの夕べ
ヨハン・シュトラウスの夕べ

中村紘子(pf.)

野島稔(pf.)

前橋汀子(vln.)

キム、ヤン・ウク(vln.)

第30回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/06/01

NHKホール

#724 A ワルベルク、ハインツ

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」

ソコロフ、グリゴリー(pf.)

1977/06/08

NHKホール

#725 B ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

クレメル、ギドン(vln.)

1977/06/08

NHKホール

#725 B ワルベルク、ハインツ

マーラー

交響曲 第5番 嬰ハ短調

1977/06/10

NHKホール

#726 C ワルベルク、ハインツ

ジョンゲン

オルガンとオーケストラのための協奏交響曲 作
フォックス、ヴァージル(org.)
品81

1977/06/10

NHKホール

#726 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

1977/06/10

NHKホール

#726 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

1977/06/10

NHKホール

#726 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨーゼフ

かじ屋のポルカ 作品269

1977/06/20

東京文化会館

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

モーツァルトの夕べ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

モーツァルトの夕べ

1977/06/20

東京文化会館

1977/06/20

東京文化会館

1979/06/20

NHKホール

1979/06/20

ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ

ワルベルク、ハインツ

中沢桂(sop.)/木村宏子(alt.)/
鈴木寛一(ten.)/芳野靖夫(br.)
/味の素合唱団(chor.)/三菱商事
モーツァルトの夕べ
コーラス同好会(chor.)/日本興業銀
行合唱団(chor.)/新日本製鉄合唱団
(chor.)

モーツァルト、W.A.

レクイエム K.626

#784 A ワルベルク、ハインツ

レズニチェク

歌劇「ドンナ・ディアナ」：序曲

NHKホール

#784 A ワルベルク、ハインツ

フンメル

トランペット協奏曲 変ホ長調

1979/06/20

NHKホール

#784 A ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

スッペ

喜歌劇「軽騎兵」：序曲

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「もろ人手をとり」 作品443

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

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

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、オスカー

喜歌劇「ワルツの夢」 (抜粋)

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「浮気心」 作品319

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

ローザス

ワルツ「波を越えて」

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

スッペ

喜歌劇「詩人と農夫」：序曲

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

コムザーク

ワルツ「バーデンの娘たち」

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「休暇旅行」 作品133

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

新ピチカート・ポルカ 作品449

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

レハール

ワルツ「金と銀」

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

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

ウィーン音楽特集

1979/06/29

NHKホール

#786 B ワルベルク、ハインツ

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

1979/06/29

NHKホール

#786 B ワルベルク、ハインツ

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1981/06/10

NHKホール

#844 A ワルベルク、ハインツ

シューベルト

交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1981/06/10

NHKホール

#844 A ワルベルク、ハインツ

シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

1981/06/10

NHKホール

#844 A ワルベルク、ハインツ

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1981/06/17

NHKホール

#845 B ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」 作品92

1981/06/17

NHKホール

#845 B ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

1981/06/17

NHKホール

#845 B ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

ロッシーニ

歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

スメタナ

交響詩「モルダウ」

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

マスネ

歌劇「タイス」：瞑想曲

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

ディニク

ホラ・スタカート

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

ウェーバー(ベルリオーズ)

舞踏への勧誘 作品65

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

オッフェンバック

喜歌劇「天国と地獄」：序曲

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

ワインベルガー

歌劇「バグパイプ吹きのシュワンダ」：ポルカと
フーガ

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

ドップラー

ハンガリー田園幻想曲

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「千一夜物語」 作品346

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

1981/06/19

NHKホール

#846 C ワルベルク、ハインツ

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

津堅直弘(trp.)

キム、ヤン・ウク(vln.)

堤剛(vlc.)

津堅直弘(trp.)

小出信也(fl.)

1982/06/16

NHKホール

#874 A ワルベルク、ハインツ

フンパーディンク

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲

1982/06/16

NHKホール

#874 A ワルベルク、ハインツ

ウェーバー

ピアノ小協奏曲 ヘ短調 作品79

1982/06/16

NHKホール

#874 A ワルベルク、ハインツ

リムスキー・コルサコフ

交響組曲「シェエラザード」 作品35

1982/06/23

NHKホール

#875 B ワルベルク、ハインツ

バッハ、J.C.

大序曲 第1番 変ホ長調 作品18

1982/06/23

NHKホール

#875 B ワルベルク、ハインツ

シューマン、ローベルト

4本のホルンのための小協奏曲 ヘ長調 作品86

1982/06/23

NHKホール

#875 B ワルベルク、ハインツ

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」

1982/06/25

NHKホール

#876 C ワルベルク、ハインツ

ブラームス

悲劇的序曲 作品81

1982/06/25

NHKホール

#876 C ワルベルク、ハインツ

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

1982/06/25

NHKホール

#876 C ワルベルク、ハインツ

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1984/06/22

NHKホール

#934 C ワルベルク、ハインツ

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」

1984/06/22

NHKホール

#934 C ワルベルク、ハインツ

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

1984/06/22

NHKホール

#934 C ワルベルク、ハインツ

ラヴェル

道化師の朝の歌

1984/06/22

NHKホール

#934 C ワルベルク、ハインツ

ラヴェル

ボレロ

1984/06/27

NHKホール

#935 A ワルベルク、ハインツ

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

1984/06/27

NHKホール

#935 A ワルベルク、ハインツ

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」

1984/06/27

NHKホール

#935 A ワルベルク、ハインツ

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

1984/07/04

NHKホール

#936 B ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

スケルツォ・カプリッチオーソ作品66

1984/07/04

NHKホール

#936 B ワルベルク、ハインツ

ブラームス

アルト･ラプソディー 作品53

秋葉京子(alt.)/慶應義塾ワグネル・
ソサイエティ男声合唱団(malechor.)

1984/07/04

NHKホール

#936 B ワルベルク、ハインツ

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

1984/07/18
1984/07/18
1984/07/18

福山市民会館
福山市民会館
福山市民会館

ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ

ヘンデル(ハーティ)
リスト
ベートーヴェン

組曲「水の上の音楽」
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

花房晴美(pf.)

1988/02/12,13

NHKホール

#1043
C

ワルベルク、ハインツ

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

ヴァイオリン協奏曲 ハ長調
Hob.VIIa-1

徳永二男(vln.)

1988/02/12,13

NHKホール

#1043
C

ワルベルク、ハインツ

ブルックナー

交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

1988/02/18

NHKホール

#1044
A

ワルベルク、ハインツ

ロッシーニ

悲しみの聖母

1988/02/18

NHKホール

#1044
A

ワルベルク、ハインツ

ヴェルディ

佐藤しのぶ(sop.)/辻宥子(sop.)/
聖歌四編：悲しみの聖母 / われらは神としてた ヴァーサル、リチャード(ten.)/高橋啓
合唱指導：及川貢
たえまつる
三(bs.)/昭和音楽大学(chor.)/昭和
音楽大学短期大学部(chor.)

1988/02/24

NHKホール

#1045
B

ワルベルク、ハインツ

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

1988/02/24

NHKホール

#1045
B

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1988/02/24

NHKホール

#1045
B

ワルベルク、ハインツ

ブラームス(シェーンベルク) ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25

1990/11/30

NHKホール

#1127
C

ワルベルク、ハインツ

フンパーディンク

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲

1990/11/30

NHKホール

#1127
C

ワルベルク、ハインツ

ヘンデル

ハープ協奏曲 変ロ長調 作品4-6

1990/11/30

NHKホール

#1127
C

ワルベルク、ハインツ

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

1990/12/06

NHKホール

#1128
A

ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

1990/12/06

NHKホール

#1128
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、リヒャルト

アルプス交響曲 作品64

1990/12/12

NHKホール

#1129
B

ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

レクイエム 作品89

1990/12/22

NHKホール

ワルベルク、ハインツ

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

1990/12/22

NHKホール

ワルベルク、ハインツ

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1992/05/24

かつしかシンフォ
ニーヒルズ

ワルベルク、ハインツ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第29番 イ長調 K.201

1992/05/24

かつしかシンフォ
ニーヒルズ

ワルベルク、ハインツ

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

1992/05/24

かつしかシンフォ
ニーヒルズ

ワルベルク、ハインツ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ロッシーニ

歌劇「セミラーミデ」：序曲

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ロッシーニ

歌劇「アルジェのイタリア女」：むごい運命よ

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ビゼー

歌劇「カルメン」：前奏曲 / 3つの間奏曲

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ビゼー

歌劇「カルメン」：恋は野の鳥

シーゲル、ジェフリー(pf.)

バウマン、ヘルマン(hrn.)/田中正大
(hrn.)/松﨑裕(hrn.)/山本真(hrn.)

リグット、ブルーノ(pf.)

ダルベルト、ミシェル(pf.)

デ・ラローチャ、アリシア(pf.)

当初の予定はロッシーニの「悲しみの聖
佐藤しのぶ(sop.)/辻宥子(sop.)/
母」のテノール独唱者は市原多朗であった
ヴァーサル、リチャード(ten.)/高橋啓
が、リチャード・ヴァーサルRichardVersalle
三(bs.)/昭和音楽大学(chor.)/昭和
に変更
音楽大学短期大学部(chor.)
合唱指導：及川貢

吉野直子(hrp.)

カデンツァ：マルセル・グランジャニー
MarcelGrandjany

プレトニョフ、ミハイル(pf.)

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/川
上洋司(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/国立 合唱指導：長井則文
音楽大学(chor.)
佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)
オープニング・コンサート
オープニング・コンサート
オープニング・コンサート

ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ビゼー

「アルルの女」組曲 第1番

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ビゼー

「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

セラーノ

カーネーション：ロサのアリア

ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ヒメネス

サルスエラ「テンプラニーカ」：サパテアード

ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ビゼー

歌劇｢カルメン」：セギディーリャ「セビリアのとり
での近くに」

ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1994/03/05

NHKホール

#1226
C

ワルベルク、ハインツ

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

1994/03/10

NHKホール

#1227
A

ワルベルク、ハインツ

ブルックナー

交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1994/03/16

NHKホール

#1228
B

ワルベルク、ハインツ

ウェーベルン

パッサカリア 作品1

1994/03/16

NHKホール

#1228
B

ワルベルク、ハインツ

シマノフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第2番 作品61

1994/03/16

NHKホール

#1228
B

ワルベルク、ハインツ

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1994/03/21

よこすか芸術劇場

ワルベルク、ハインツ

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

1994/03/21

よこすか芸術劇場

ワルベルク、ハインツ

ブルッフ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

1994/03/21

よこすか芸術劇場

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

1994/03/21

よこすか芸術劇場

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

ハンガリー舞曲：第1番

よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

1996/03/01,02

NHKホール

#1286
C

ワルベルク、ハインツ

武満徹

弦楽のためのレクイエム

2月20日に死去した武満徹への弔意

1996/03/01,02

NHKホール

#1286
C

ワルベルク、ハインツ

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

1996/03/01,02

NHKホール

#1286
C

ワルベルク、ハインツ

バルトーク

ヴィオラ協奏曲

1996/03/01,02

NHKホール

#1286
C

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1996/03/07

NHKホール

#1287
A

ワルベルク、ハインツ

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第92番 ト長調 Hob.I-92
「オックスフォード」

1996/03/07

NHKホール

#1287
A

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

1996/03/13

NHKホール

#1288
B

ワルベルク、ハインツ

ブルックナー

交響曲 第9番 ニ短調 (ハース版)

1996/03/18
1996/03/18

サントリーホール
サントリーホール

ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ

シューマン、ローベルト
シューベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

ハンガリー舞曲：第5番

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

シベリウス

クオレマ 作品44：悲しいワルツ

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

グリーグ

組曲「十字軍の兵士シグール」 作品56：勝利を
たたえる行進曲

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a：花のワ
ルツ

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：道化師の踊り

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

ファリャ

歌劇「はかない人生」：間奏曲 /
スペイン舞曲

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

アンダソン

トランペット吹きのこもり歌

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

エルガー

愛のあいさつ 作品12

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

皇帝円舞曲 作品437

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

オッフェンバック

喜歌劇「天国と地獄」：序曲

長野オリンピック

1997/10/05

長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

長野オリンピック

1998/06/13

NHKホール

#1355
C

ワルベルク、ハインツ

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

1998/06/13

NHKホール

#1355
C

ワルベルク、ハインツ

ブルッフ

スコットランド幻想曲 作品46

1998/06/13

NHKホール

#1355
C

ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

1998/06/18

NHKホール

#1356
A

ワルベルク、ハインツ

スッペ

喜歌劇「詩人と農夫」：序曲

1998/06/18

NHKホール

#1356
A

ワルベルク、ハインツ

サン・サーンス

チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33

マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1998/06/18

NHKホール

#1356
A

ワルベルク、ハインツ

ブルッフ

コル・ニドライ作品47

マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1998/06/18

NHKホール

#1356
A

ワルベルク、ハインツ

フランク

交響曲 ニ短調

1998/06/24

NHKホール

#1357
B

ワルベルク、ハインツ

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1998/06/24

NHKホール

#1357
B

ワルベルク、ハインツ

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第17番 ト長調
K.453

2001/05/12

NHKホール

#1433
C

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

大学祝典序曲 作品80

2001/05/12

NHKホール

#1433
C

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、リヒャルト

4つの最後の歌

1994/03/05

ジュイエ、シャンタル(vln.)

よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ
ジュイエ、シャンタル(vln.)

よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

今井信子(vla.)

ブロンフマン、イェフィム(pf.)
ブルックナー没後100年
ベロフ、ミシェル(pf.)

シャハム、ギル(vln.)

ヘブラー、イングリート(pf.)

ハーン、ブリッテ(sop.)

サントリーホール定期演奏会
サントリーホール定期演奏会

2001/05/12

NHKホール

#1433
C

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2001/05/17

NHKホール

#1434
A

ワルベルク、ハインツ

ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

2001/05/17

NHKホール

#1434
A

ワルベルク、ハインツ

ラフマニノフ

交響曲 第3番 イ短調 作品44

2001/12/24

NHKホール

ワルベルク、ハインツ

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

2002/06/28

NHKホール

#1465
C

ワルベルク、ハインツ

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

朝比奈隆死去により指揮者変更

2002/06/28

NHKホール

#1465
C

ワルベルク、ハインツ

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

朝比奈隆死去により指揮者変更

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

行進曲「新兵さんの出陣」 作品398

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

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

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「ベネチアの一夜」 作品411：序曲

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

皇帝円舞曲 作品437

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

常動曲 作品257

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「ジプシー男爵」：序曲

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

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

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19

NHKホール

#1509
A

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/27

NHKホール

#1510
C

ワルベルク、ハインツ

ニコライ

歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」：序曲

2004/02/27

NHKホール

#1510
C

ワルベルク、ハインツ

ヒンデミット

交響曲 「画家マチス」

2004/02/27

NHKホール

#1510
C

ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

2004/02/27

NHKホール

#1510
C

ワルベルク、ハインツ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

2019/08/04

サントリーホール

原田慶太楼

ロッシーニ

2019/08/04
2019/08/04
2019/08/04
2019/08/04
2019/08/04
2019/08/04

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

原田慶太楼
原田慶太楼
原田慶太楼
原田慶太楼
原田慶太楼
原田慶太楼

ブラームス
ドヴォルザーク
ボロディン
ガーシュウィン
ビゼー
エルガー

2019/08/04

サントリーホール

原田慶太楼

ヒナステラ

2019/08/04

サントリーホール

原田慶太楼

外山雄三

バレエ組曲「エスタンシア」 作品8a：
マランボ
管弦楽のためのラプソディー：八木節

2019/04/13

NHKホール

1910C 山田和樹

平尾喜四男

交響詩曲「砧」

2019/04/13

NHKホール

1910C 山田和樹

矢代秋雄

ピアノ協奏曲

2019/04/13

NHKホール

1910C 山田和樹

シェーンベルク

交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

歌劇「ウィリアム・テル」 ：序曲から「スイス軍の
行進」
ハンガリー舞曲：第5番
スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番
歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
ラプソディー・イン・ブルー
「アルルの女」組曲 第2番：メヌエット
行進曲「威風堂々」 作品39-1

クウォン、ジョアン(vln.)

浜田理恵(sop.)/藤村実穂子(alt.)/市
原多朗(ten.)/石野繁雄(br.)/国立音
楽大学(chor.)

グルーズマン、ヴァディム(vln.)

ほっとコンサート2019

反田恭平(pf.)

反田恭平(pf.)

ほっとコンサート2019
ほっとコンサート2019
ほっとコンサート2019
ほっとコンサート2019
ほっとコンサート2019
ほっとコンサート2019
ほっとコンサート2019
ほっとコンサート2019

河村尚子(pf.)

