
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1985/09/18 NHKホール #967 A ヤノフスキ、マレク ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

1985/09/18 NHKホール #967 A ヤノフスキ、マレク ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 藤川真弓(vln.)

1985/09/18 NHKホール #967 A ヤノフスキ、マレク レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

1985/09/25 NHKホール #968 B ヤノフスキ、マレク ベルリオーズ 序曲「リア王」 作品4

1985/09/25 NHKホール #968 B ヤノフスキ、マレク メシアン キリストの昇天

1985/09/25 NHKホール #968 B ヤノフスキ、マレク 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」 ブレンデル、アルフレート(pf.)

1985/09/27 NHKホール #969 C ヤノフスキ、マレク ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲

1985/09/27 NHKホール #969 C ヤノフスキ、マレク プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 野島稔(pf.)

1985/09/27 NHKホール #969 C ヤノフスキ、マレク チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク ブラッハー パガニーニの主題による変奏曲 作品26 ドノホー、ピーター(pf.)

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク ガーシュウィン コンチェルト・イン・F ドノホー、ピーター(pf.)

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク 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

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

ヤノフスキ、マレク ペンデレツキ 広島の犠牲者に捧げる哀歌

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

ヤノフスキ、マレク プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ダグラス、バリー(pf.)

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

ヤノフスキ、マレク ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調 作品141

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

ヤノフスキ、マレク ウェーベルン 6つの小品 作品6 (1928年版)

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

ヤノフスキ、マレク モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364
堀正文(vln.)/バシュメット、ユーリ
(vla.)

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

ヤノフスキ、マレク シュミット、フロラン バレエ組曲「サロメの悲劇」 作品50

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

ヤノフスキ、マレク ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1988/12/12 サントリーホール ヤノフスキ、マレク シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
菅沼準二(vla.)/ブルネルロ、マリオ
(vlc.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/12/12 サントリーホール ヤノフスキ、マレク サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 松居直美(org.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1989/09/29 NHKホール
#1091
C

ヤノフスキ、マレク 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 ベルニック、アーノルド(vln.)

1989/09/29 NHKホール
#1091
C

ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1989/10/05 NHKホール
#1092
A

ヤノフスキ、マレク ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 マイヤース、アン・アキコ(vln.)

1989/10/05 NHKホール
#1092
A

ヤノフスキ、マレク シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1989/10/11 NHKホール
#1093
B

ヤノフスキ、マレク シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

1989/10/11 NHKホール
#1093
B

ヤノフスキ、マレク ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

1992/12/10 NHKホール
#1188
A

ヤノフスキ、マレク ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 海の間奏曲 作
品33a

1992/12/10 NHKホール
#1188
A

ヤノフスキ、マレク ガーシュウィン コンチェルト・イン・F ヤブロンスキー、ペーテル(pf.)

1992/12/10 NHKホール
#1188
A

ヤノフスキ、マレク フランク 交響曲 ニ短調

1992/12/16 NHKホール
#1189
B

ヤノフスキ、マレク ブラームス
セレナード 第1番 ニ長調 作品
11

1992/12/16 NHKホール
#1189
B

ヤノフスキ、マレク ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1998/09/18 NHKホール
#1360
C

ヤノフスキ、マレク 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

1998/09/18 NHKホール
#1360
C

ヤノフスキ、マレク モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

マイア、ザビーネ(bassetcl.)

1998/09/18 NHKホール
#1360
C

ヤノフスキ、マレク ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

ヤノフスキ、マレク ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」：序曲 オーチャード定期

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

ヤノフスキ、マレク サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」
ネットル、デイヴィッド(pf.)/マークハ
ム、リチャード(pf.)

オーチャード定期

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 オーチャード定期

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

ヤノフスキ、マレク シューベルト ロザムンデ D.797：間奏曲 オーチャード定期

2014/04/12 NHKホール
#1778
A

ヤノフスキ、マレク ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2017/11/11 NHKホール 1870A ヤノフスキ、マレク ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

2017/11/11 NHKホール 1870A ヤノフスキ、マレク ヒンデミット 木管楽器とハープと管弦楽のための協奏曲
甲斐雅之(fl.)/茂木大輔(ob.)/松本健
司(cl.)/宇賀神広宣(fg.)/早川りさ子
(hrp.)

2017/11/11 NHKホール 1870A ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」



2018/12/22 NHKホール ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

藤谷佳奈枝(sop.)/加納悦子(alt.)
スミス、ロバート・ディーン(ten.)
/ドーメン、アルベルト(バス・バリト
ン)/東京オペラシンガーズ(chor.)

1988/01/13 NHKホール 山下一史 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版) 第14回若い芽のコンサート

1989/04/19 NHKホール
#1081
B

山下一史 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1989/04/19 NHKホール
#1081
B

山下一史 ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1989/04/19 NHKホール
#1081
B

山下一史 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1989/09/19 サントリーホール 山下一史 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第49番 ヘ短調 Hob.I-49 「受難」

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
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

1989/09/19 サントリーホール 山下一史 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 上村昇(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・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

1989/09/19 サントリーホール 山下一史 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

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
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

1989/09/19 サントリーホール 山下一史 モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

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
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲 ソニックシティ・クリスマスコンサート

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a ソニックシティ・クリスマスコンサート

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 シューベルト(南安雄) アヴェ・マリア 作品52-6 D.839 佐藤しのぶ(sop.) ソニックシティ・クリスマスコンサート

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 フランク(南安雄) 天使のパン 佐藤しのぶ(sop.) ソニックシティ・クリスマスコンサート

1989/12/18 大宮ソニックシティ 山下一史 モーツァルト、W.A.
モテット「踊れ、喜べ、幸いな魂よ」 K.165：ハレ
ルヤ

佐藤しのぶ(sop.) ソニックシティ・クリスマスコンサート

1992/03/05 NHKホール
#1167
A

山下一史 ワーグナー、リヒャルト ジークフリートの牧歌

1992/03/05 NHKホール
#1167
A

山下一史 シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 豊田喜代美(sop.)

1992/03/05 NHKホール
#1167
A

山下一史 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

1995/02/01 NHKホール
#1252
B

山下一史 レスピーギ 組曲「鳥」

1995/02/01 NHKホール
#1252
B

山下一史 武満徹 ファンタズマ／カントス ストルツマン、リチャード(cl.)

1995/02/01 NHKホール
#1252
B

山下一史 ニルセン
交響曲 第2番 ロ短調 作品16
「4つの気質」

2005/08/03 NHKホール 山下一史 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/03 NHKホール 山下一史 スメタナ 交響詩「モルダウ」
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/03 NHKホール 山下一史 ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/03 NHKホール 山下一史 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

東京ジュニアオーケストラとの合同合奏
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/03 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20

フェスタサマーミューザKAWASAKI2005
司会：茂森あゆみ/高山哲哉
通常の版〔Kalmus〕とは、終曲が異なる
語り：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/03 NHKホール 山下一史 エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1

東京ジュニアオーケストラとの合同合奏
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2006/08/06 NHKホール 山下一史 スーザ 行進曲「海を越えた握手」

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

2006/08/06 NHKホール 山下一史 リード アルメニアン・ダンス パートI

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

2006/08/06 NHKホール 山下一史 ピアソラ(啼鵬) オブリビョン 須川展也(sax.)

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



2006/08/06 NHKホール 山下一史 ピアソラ(啼鵬) リベルタンゴ 須川展也(sax.)

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

2006/08/06 NHKホール 山下一史 ティケリ アン・アメリカン・エレジー

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

2006/08/06 NHKホール 山下一史 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」： 第1楽章

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ

2006/08/06 NHKホール 山下一史 バーバー 弦楽のためのアダージョ
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ

2006/08/06 NHKホール 山下一史 レスピーギ 交響詩「ローマの松」
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ

2006/08/06 NHKホール 山下一史 スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ドビュッシー
クラリネットとオーケストラのための狂詩曲 第1
番

横川晴児(cl.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 フチーク 小言の多いおじさん 作品210 水谷上総(fg.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ベートーヴェン
2本のオーボエとイングリッシュ・ホルンのための
三重奏曲 ハ長調 作品87：第2楽章

茂木大輔(ob.)/池田昭子(ob.)
/和久井仁(eng.hrn)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 イベール 間奏曲 神田寛明(fl.)/早川りさ子(hrp.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ウェーバー
歌劇「魔弾の射手」：かりゅうどの合唱「かりゅう
どの喜びは」

今井仁志(hrn.)/勝俣泰(hrn.)/竹村
淳司(hrn.)/中島大之(hrn.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 エルガー 愛のあいさつ作品12 木越洋(vlc.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ホフマイスター ヴィオラ協奏曲 ニ長調：第3楽章 佐々木亮(vla.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」：象

西田直文(cb.)/井戸田善之
(cb.)/稲川永示(cb.)/新納益
夫(cb.)/西山真二(cb.)/本間
達朗(cb.)/志賀信雄(cb.)/市
川哲郎(cb.)/金崎美和子(pf.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 モンティ チャールダーシュ 篠崎史紀(vln.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ホルスト
吹奏楽のための組曲 第1番 変ホ長調 作品28-
1

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ吹奏楽

2007/08/05 NHKホール 山下一史 アルベニス スペイン組曲：セヴィリャーナス
大城正司(sax.)/原口浩文(sax.)
/貝沼拓実(sax.)/大津立史
(sax.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 マンジョーネ(岩井直溥) サンチェスのこどもたち 津堅直弘(trp.)

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

2007/08/05 NHKホール 山下一史 デューハースト ブラジリア 新田幹男(trb.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ吹奏楽

2007/08/05 NHKホール 山下一史 スパーク パントマイム 外囿祥一郎(euph.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ吹奏楽

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ユーマンス(岩井直溥) キャリオカ

池田幸広(tub.)/石川達也(perc.)/植
松透(perc.)/竹島悟史(perc.)/萱谷
亮一(perc.)/縄田喜久子(perc.)/宮
地良幸(perc.)/山下雅雄(perc.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ吹奏楽

2007/08/05 NHKホール 山下一史 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響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2012/08/05 NHKホール 山下一史 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：
導入部

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34 (語りつき) 渡邊佐和子(narr.)
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 ウィリアムズ、ジョン
映画「スターウォーズ」：スター・ウォーズのテー
マ / 帝国のマー チ

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 ウィリアムズ、ジョン
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」：ハリーの不
思議な世界

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 ホルスト 組曲「惑星」 作品32：火星 / 木星
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)



2012/08/05 NHKホール 山下一史 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78： 第2楽章第2部
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 杉本竜一/福嶋頼秀 BELIEVE
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 エルガー 愛のあいさつ 作品12
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2013/08/04 NHKホール 山下一史 バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：ガヴォット
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：近所 の人たち
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 ラヴェル 古風なメヌエット
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 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響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品 20：情景 (第2幕) /
スペインの踊り/ ナポリの踊り

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子
バレエ：牧阿佐美バレヱ団

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：コーヒー
(アラビアの踊り) / お茶 (中国の踊り) / トレ
パーク
(ロシアの踊り)

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子
バレエ：牧阿佐美バレヱ団

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66：パ・ド・カ
ラクテール(長靴をはいたねこと白いねこ) / パ・
ド・ドゥー (オーロラ姫とデザイア王子)

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子
バレエ：牧阿佐美バレヱ団

2013/08/04 NHKホール 山下一史 ストラヴィンスキー
バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版）：カッチェイ王
の魔の踊り/ こもり歌 / 終曲

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：花のワル
ツ

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ムソルグスキー（ラヴェル） 組曲「展覧会の絵」：プロムナード
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ドビュッシー 交響詩｢海｣：風と海の対話
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」：白鳥
向山佳絵子（vlc.）/飯面雅子（サンド
アート）

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 プロコフィエフ ピーターと狼
小林麻耶（朗読）/飯面雅子（サンド
アート）

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 スメタナ 交響詩「モルダウ」
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ムソルグスキー（ラヴェル）
組曲「展覧会の絵」：バーバ･ヤガーの小屋 / キ
エフの大きな門」

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2015/08/02 NHKホール 山下一史 シルヴェストリ、アラン バック・トゥ・ザ・フューチャー メイン・テーマ

2015/08/02 NHKホール 山下一史
シャーマン、リチャード・M
シャーマン、ロバート・B

シンフォニック！「メリー・ポピンズ」 宮川彬良 編曲

2015/08/02 NHKホール 山下一史 ウィリアムズ、ジョン
「スター・ウォーズ」組曲：メイン・タイトル / ダー
ス・ベイダーのテーマ / 王座の間とエンド・タイト
ル

2015/08/02 NHKホール 山下一史
ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
ロペス、ロバート 作詞作曲

Let it go（レット・イット・ゴー） May J.(Vocal) 挾間美帆 編曲

2015/08/02 NHKホール 山下一史
シェーンベルク、クロード・ミ
シェル

I dreamed a dream（アイ・ドリームド・ア・ドリー
ム）

May J.(Vocal)
アラン・ブリーブル作詞
ハーバート・クレッツマー英訳詞
挾間美帆 編曲

2015/08/02 NHKホール 山下一史 ホーナー、ジェームズ
 My heart will go on（マイ・ハート・ウィル・ゴー・
オン）

May J.(Vocal)
ウィル・ジェニングス作詞
挾間美帆 編曲

2015/08/02 NHKホール 山下一史 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲

2015/08/02 NHKホール 山下一史 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

2015/08/02 NHKホール 山下一史 ウィリアムズ、ジョン E.T.－フライング・テーマ

1975/10/15放送 不詳 山田一雄 佐藤眞 交響的変容 島田麗子(org.) NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1976/10/13 NHKホール #701 B 山田一雄 黛敏郎 曼荼羅交響曲

1976/10/13 NHKホール #701 B 山田一雄 リスト ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 ファルヴァイ、シャーンドル(pf.)

1977/10/30放送 不詳 山田一雄 別宮貞雄 交響曲 第2番 NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1977/10/30放送 不詳 山田一雄 野田暉行 ピアノ協奏曲 神谷郁代(pf.) NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1985/02/13 NHKホール #953 B 山田一雄 モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

『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、山田一雄に指揮者変更

1985/02/13 NHKホール #953 B 山田一雄 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調
『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、山田一雄に指揮者変更



1990/11/26 サントリーホール 山田一雄 モーツァルト、W.A. 歌劇「にせの花作り女」 K.196：序曲 山田一雄楽壇生活50周年記念

1990/11/26 サントリーホール 山田一雄 モーツァルト、W.A. 交響曲 第14番 イ長調 K.114 山田一雄楽壇生活50周年記念

1990/11/26 サントリーホール 山田一雄 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」

山田一雄楽壇生活50周年記念

1990/11/26 サントリーホール 山田一雄 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

山田一雄楽壇生活50周年記念

1949/12/24 日比谷公会堂 山田和男 フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」

柴田睦陸(ペーター)/大熊文子
(ゲルトムート)/松内和子(ヘンゼル)/
柴田喜代子(グレーテル)/三枝喜美
子(魔女)/坂本芳子(眠りの精)/笠井
秋江(暁
の精)/東京放送合唱団(chor.)

歌劇ヘンゼルとグレーテル―グリムのお
伽話による―青少年シンフォニーコンサー
ト
演出：青山杉作
美術：三林亮太郎
衣裳：吉村倭一
照明：橋本義雄
振付：谷桃子
舞踊：谷桃子バレエ団
舞台監督：田中好道

1958/05/14 NHKホール(旧) 山田和男 サマラス オリンピック賛歌

三宅春恵(sop.)/川崎静子(alt.)
/柴田睦陸(ten.)/大橋国一(br.)/東
京藝術大学(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)

ラジオ＆テレビ
｢第54次IOC総会発会式」

1958/11/27放送 不詳 山田和男 林広守 日本国国歌 「君が代」 ＮＨＫラジオ「皇太子妃祝賀特集番組」

1958/11/27放送 不詳 山田和男 山田耕筰 行進曲「皇太子殿下」 ＮＨＫラジオ「皇太子妃祝賀特集番組」

1958/11/27放送 不詳 山田和男 ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」 ＮＨＫラジオ「皇太子妃祝賀特集番組」

2016/01/09 NHKホール
#1826
A

山田和樹 ビゼー 小組曲「こどもの遊び」作品２２

2016/01/09 NHKホール
#1826
A

山田和樹 ドビュッシー(カプレ) バレエ音楽「おもちゃ箱」 松嶋菜々子(語り)

2016/01/09 NHKホール
#1826
A

山田和樹 ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

1955/03/22 NHKホール(旧)
山田耕作/エッシュバッ
ハー、ニクラウス

山田耕筰 わが庭のバラ
伊藤京子(sop.)/伊藤宣行(br.)/東京
放送合唱団(chor.)/東京藝術大学
(chor.)

NHK放送開始30周年記念NHK交響楽団
特別演奏会

1989/07/31 NHKホール 山本直純 オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」：序曲 N響「夏」'89

1989/07/31 NHKホール 山本直純 ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34 N響「夏」'89

1989/07/31 NHKホール 山本直純 ウィリアムズ、ジョン 「スター・ウォーズ」組曲 N響「夏」'89

1989/07/31 NHKホール 山本直純 外山雄三 搗臼歌 世界初演N響「夏」'89

1989/07/31 NHKホール 山本直純 林光 シンフォニック・スケッチ「京の大仏」 世界初演N響「夏」'89

1989/07/31 NHKホール 山本直純 池辺晋一郎 シンフォニック・スケッチ「九州 幻想」 世界初演N響「夏」'89

1989/07/31 NHKホール 山本直純 林光 ねんねしゃんせ N響「夏」'89

1989/07/31 NHKホール 山本直純 ラヴェル ボレロ N響「夏」'89

1989/07/31 NHKホール 山本直純
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ N響「夏」'89

1989/07/31 NHKホール 山本直純 山本直純 大河ドラマ「武田信玄」：テーマ曲 N響「夏」'89

1990/08/01 NHKホール 山本直純 メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

N響「夏」'90

1990/08/01 NHKホール 山本直純 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 竹澤恭子(vln.) N響「夏」'90

1990/08/01 NHKホール 山本直純 外山雄三
シンフォニック・スケッチ「こんぴらふねふね～よ
さこい節」

N響「夏」'90

1990/08/01 NHKホール 山本直純 外山雄三 シンフォニック・スケッチ「麦さがし」 世界初演N響「夏」'90

1990/08/01 NHKホール 山本直純 林光 シンフォニック・スケッチ「青菜切るうた」 世界初演N響「夏」'90

1990/08/01 NHKホール 山本直純 ガーシュウィン パリのアメリカ人 N響「夏」'90

1990/08/01 NHKホール 山本直純
ジョン－ポール
（山本直純）

ヘイ・ジュード N響「夏」'90

1991/07/31 NHKホール 山本直純 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 N響「夏」'91

1991/07/31 NHKホール 山本直純 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 堀米ゆず子(vln.) N響「夏」'91

1991/07/31 NHKホール 山本直純 三枝成彰 東北 '91 世界初演N響「夏」'91

1991/07/31 NHKホール 山本直純 廣瀬量平 陸前の海 世界初演N響「夏」'91

1991/07/31 NHKホール 山本直純 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」'91

1991/07/31 NHKホール 山本直純 アンダソン プリンク・プレンク・プランク N響「夏」'91

1991/07/31 NHKホール 山本直純 アンダソン トランペット吹きの休日 N響「夏」'91

1991/07/31 NHKホール 山本直純 アンダソン おしゃべり N響「夏」'91

1991/07/31 NHKホール 山本直純 アンダソン シンコペーテッド・クロック N響「夏」'91

2016/05/20 NHKホール
#1836
Ｃ

ヤルヴィ，ネーメ カリンニコフ 交響曲 第1番 ト短調

2016/05/20 NHKホール
#1836
Ｃ

ヤルヴィ，ネーメ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2016/05/25 サントリーホール
#1837
Ｂ

ヤルヴィ，ネーメ シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

2016/05/25 サントリーホール
#1837
Ｂ

ヤルヴィ，ネーメ プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111

2011/11/16 サントリーホール
#1713
B

ヤルヴィ、ネーメ ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番
指揮者イルジー・コウトにかわり、ネーメ・
ヤルヴィが出演

2011/11/16 サントリーホール
#1713
B

ヤルヴィ、ネーメ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ツインマーマン、セルゲ(vln.)
指揮者イルジー・コウトにかわり、ネーメ・
ヤルヴィが出演

2011/11/16 サントリーホール
#1713
B

ヤルヴィ、ネーメ ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70
指揮者イルジー・コウトにかわり、ネーメ・
ヤルヴィが出演

2014/04/18 NHKホール
#1779
C

ヤルヴィ、ネーメ グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

2014/04/18 NHKホール
#1779
C

ヤルヴィ、ネーメ スヴェンセン 交響曲 第2番 変ロ長調 作品15

2014/04/18 NHKホール
#1779
C

ヤルヴィ、ネーメ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2014/04/23 サントリーホール
#1780
B

ヤルヴィ、ネーメ シュトラウス、リヒャルト 祝典前奏曲 作品61

2014/04/23 サントリーホール
#1780
B

ヤルヴィ、ネーメ シュトラウス、リヒャルト 紀元2600年祝典曲 作品84

2014/04/23 サントリーホール
#1780
B

ヤルヴィ、ネーメ シュトラウス、リヒャルト バレエ音楽「ヨセフ物語」 作品63



2019/05/17 NHKホール 1913C ヤルヴィ、ネーメ シベリウス アンダンテ・フェスティヴォ

2019/05/17 NHKホール 1913C ヤルヴィ、ネーメ トゥビン 交響曲 第5番 ロ短調

2019/05/17 NHKホール 1913C ヤルヴィ、ネーメ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2019/05/22 サントリーホール 1914B ヤルヴィ、ネーメ イベール モーツァルトへのオマージュ

2019/05/22 サントリーホール 1914B ヤルヴィ、ネーメ フランク 交響曲 ニ短調

2019/05/22 サントリーホール 1914B ヤルヴィ、ネーメ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 鈴木優人(org.)

2002/01/12 NHKホール
#1451
C

ヤルヴィ、パーヴォ コダーイ ガランタ舞曲

2002/01/12 NHKホール
#1451
C

ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

2002/01/12 NHKホール
#1451
C

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2002/01/17 NHKホール
#1452
A

ヤルヴィ、パーヴォ ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2002/01/17 NHKホール
#1452
A

ヤルヴィ、パーヴォ サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 ブルネルロ、マリオ(vlc.)

2002/01/17 NHKホール
#1452
A

ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

2002/01/23 サントリーホール
#1453
B

ヤルヴィ、パーヴォ ペルト 交響曲 第1番 「ポリフォニック」

2002/01/23 サントリーホール
#1453
B

ヤルヴィ、パーヴォ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 エーネス、ジェームズ(vln.)

2002/01/23 サントリーホール
#1453
B

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

2005/05/25 サントリーホール
#1541
B

ヤルヴィ、パーヴォ ペルト フラトレス (1977/1991)

2005/05/25 サントリーホール
#1541
B

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 ハーン、ヒラリー(vln.)

2005/05/25 サントリーホール
#1541
B

ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2005/06/03 NHKホール
#1542
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 モルク、トルルス(vlc.)

2005/06/03 NHKホール
#1542
C

ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2005/06/11 NHKホール
#1543
A

ヤルヴィ、パーヴォ トゥール アディトゥス (2000/2002) 日本初演

2005/06/11 NHKホール
#1543
A

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 トラーゼ、アレクサンドル(pf.)

2005/06/11 NHKホール
#1543
A

ヤルヴィ、パーヴォ 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」

2015/02/07 NHKホール
#1802
A

ヤルヴィ、パーヴォ エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 ワイラースタイン、アリサ（vlc.）

2015/02/07 NHKホール
#1802
A

ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2015/02/13 NHKホール
#1803
C

ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 庄司紗矢香(vln.)

2015/02/13 NHKホール
#1803
C

ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2015/02/18 サントリーホール
#1804
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

2015/02/18 サントリーホール
#1804
B

ヤルヴィ、パーヴォ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

アンデルジェフスキ、ピョートル
(pf.)

2015/02/18 サントリーホール
#1804
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2015/10/03 NHKホール
#1817
A

ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
ウォール、エリン(sop.)/パーキシ
ヴィ、リリ(alt.)/東京音楽大学(chor.)

2015/10/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2015/10/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ティボーデ、ジャン・イヴ（pf.）

2015/10/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2015/10/14 サントリーホール
#1818
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」作品35
モルク、トルルス(vlc.)/佐々木亮
(vla.)

2015/10/14 サントリーホール
#1818
B

ヤルヴィ、パーヴォ 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

2015/10/14 サントリーホール
#1818
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2015/10/23 NHKホール
#1819
C

ヤルヴィ、パーヴォ トゥール アディトゥス (2000/2002)

2015/10/23 NHKホール
#1819
C

ヤルヴィ、パーヴォ 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 五嶋みどり(vln.)

2015/10/23 NHKホール
#1819
C

ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク オーケストラのための協奏曲

2015/12/22 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

森麻季(sop.)/加納悦子(alt.)/福井敬
(ten.)/妻屋秀和(br.)/国立音楽大学
(chor.)

2016/02/06 NHKホール
#1829
A

ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 亡き子をしのぶ歌 ゲルネ、マティアス(br.)

2016/02/06 NHKホール
#1829
A

ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2016/02/12 NHKホール
#1830
C

ヤルヴィ、パーヴォ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ヤンセン、ジャニーヌ(vln.)

2016/02/12 NHKホール
#1830
C

ヤルヴィ、パーヴォ ニルセン 交響曲 第5番 作品50

2016/02/17 サントリーホール
#1831
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 変容

2016/02/17 サントリーホール
#1831
B

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ブニアティシュヴィリ、カティア(pf.)



2016/02/17 サントリーホール
#1831
B

ヤルヴィ、パーヴォ 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

2016/09/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

ウォール、エリン(sop.)/ミード、アン
ジェ(sop.)/ボイル、クラウディア
(sop.)/ダライマン、カタリーナ(alt.)/
ペーボ、アンネリー(alt.)/シャーデ、ミ
ヒャエル(ten.)/ナジ、ミヒャエル(br.)/
アンガー、アイン(bs.)/新国立劇場合
唱団(chor.)/栗友会合唱団
(chor.)/NHK東京児童合唱団(chor.)

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」（原典版）

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 ア・ウェイ・アローンⅡ

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 ハウ・スロー・ザ・ウィンド

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ
ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

歌劇「ホヴァンシチナ」：第4幕2場への間奏曲
「ゴリツィン公の流刑」

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

2016/09/24 NHKホール
#1842
A

ヤルヴィ、パーヴォ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

フォークト、ラルス(pf.)

2016/09/24 NHKホール
#1842
A

ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調

2016/09/30 NHKホール
#1843
C

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 マツーエフ、デニス(pf.)

2016/09/30 NHKホール
#1843
C

ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

2016/10/06 サントリーホール ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
デ・ヤング、ミシェル（mez.sop.）/東
京音楽大学chor.)/NHK東京児童合
唱団(chor.)

2017/02/11 NHKホール #1856A ヤルヴィ、パーヴォ ペルト
シルエット ― ギュスターヴ・エッフェルへのオ
マージュ

2017/02/11 NHKホール #1856A ヤルヴィ、パーヴォ トゥール アコーディオンと管弦楽のための「プロフェシー」 シドロヴァ、クセニア(アコーディオン)

2017/02/11 NHKホール #1856A ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2017/02/17 NHKホール #1857C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 諏訪内晶子(vln.)

2017/02/17 NHKホール #1857C ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ デュティユー メタボール

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 河村尚子(pf.)

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2017/06/30 NHKホール
#1863
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

2017/06/30 NHKホール
#1863
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 テツラフ、ターニャ(vlc.)

2017/06/30 NHKホール
#1863
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2017/09/09 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527

プリアンテ、ヴィート（ドン・ジョヴァン
ニ）/ツィムバリュク、アレクサンドル
（騎士長）/ジャーマン、ジョージア（ド
ンナ・アンナ）/リヒター、ベルナール
（ドン・オッターヴィオ）/フェイガン、
ローレン（ドンナ・エルヴィーラ）/カイ
ル、ケテルセン（レポレッロ）/久保和
範（マゼット）/三宅理恵（ツェルリー
ナ）

NHK音楽祭2017

2017/09/16 NHKホール 1864A ヤルヴィ、パーヴォ 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」

2017/09/22 NHKホール 1865C ヤルヴィ、パーヴォ グリンカ 幻想的ワルツ ニ長調 作品77

2017/09/22 NHKホール 1865C ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第4番 ト短調 作品40 コジュヒン、デニス(pf.)

2017/09/22 NHKホール 1865C ヤルヴィ、パーヴォ スクリャービン 交響曲 第2番 ハ短調 作品29

2017/09/27 サントリーホール 1866B ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク 弦楽のためのディヴェルティメント

2017/09/27 サントリーホール 1866B ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク 舞踊組曲

2017/09/27 サントリーホール 1866B ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

2018/02/10 NHKホール 1879A ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2018/02/16 NHKホール 1880C ヤルヴィ、パーヴォ デュリュフレ 3つの舞曲 作品6

2018/02/16 NHKホール 1880C ヤルヴィ、パーヴォ サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 樫本大進(vln.)

2018/02/16 NHKホール 1880C ヤルヴィ、パーヴォ フォーレ レクイエム 作品48
市原愛(sop.)
甲斐栄次郎(br.)
東京混声合唱団(chor.)

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 ノスタルジア 諏訪内晶子(vln.)

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 諏訪内晶子(vln.)



2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ワルキューレ」：ウォータンの別れと魔の炎
の音楽

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ラインの黄金」：ワルハラ城への神々の入
場

2018/05/12 NHKホール 1885A ヤルヴィ、パーヴォ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 テツラフ、クリスティアン(vln.)

2018/05/12 NHKホール 1885A ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス

交響詩「4つの伝説」作品22
「レンミンケイネンと乙女たち」「トゥオネラの白
鳥」「トゥオネラのレンミンケイネン」「レンミンケイ
ネンの帰郷」

2018/05/18 NHKホール 1886C ヤルヴィ、パーヴォ トルミス 序曲 第2番

2018/05/18 NHKホール 1886C ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102 トラーゼ、アレクサンドル(pf.)

2018/05/18 NHKホール 1886C ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ノヴァーク版)

2018/05/23 サントリーホール 1887B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」

2018/05/23 サントリーホール 1887B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

2018/05/23 サントリーホール 1887B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「南国のばら」 作品388

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「うわごと」 作品212

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第4番 ト長調 リヒター、アンナ・ルチア(sop.)

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス レンミンケイネンの歌 作品31第1 エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 「サンデルス」 作品28 エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26 男性合唱付き エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 「クレルヴォ」 作品7
ルネサン、ヨハンナ
ルネサン、ヴィッレ
エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 作品86 バボラーク、ラデク(hrn.)

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

2018/10/01 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2018/10/01 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ オルフ 踊る牧神

2018/10/01 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ オルフ カルミナ・ブラーナ

ペレチャッコ、オルガ(sop.)/ツェン
チッチ、マックス・エマヌエル(カウン
ターテナー)/アップル、ベンジャミン
(br.)/新国立合唱団(chor.)/NHK東京
児童合唱団(chor.)

2019/02/09 NHKホール 1906A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品8 バーエワ、アリョーナ(vln.)

2019/02/09 NHKホール 1906A ヤルヴィ、パーヴォ ハンス・ロット 交響曲 第1番 ホ長調

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」 作品4

2019/02/15 NHKホール 1907C ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ガヴリリュク、アレクサンダー
(pf.)

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 幻想的スケルツォ作品3

2019/02/15 NHKホール 1907C ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー ロシア風スケルツォ

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 葬送の歌 作品5

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2019/06/08 NHKホール 1915A ヤルヴィ、パーヴォ マーラー こどもの不思議な角笛 ゲルネ、マティアス(br.)

2019/06/08 NHKホール 1915A ヤルヴィ、パーヴォ ニルセン
交響曲 第2番 ロ短調 作品16
「4つの気質」

2019/06/14 NHKホール 1916C ヤルヴィ、パーヴォ 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



2019/06/14 NHKホール 1916C ヤルヴィ、パーヴォ ベルク
ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のため
に」

シャハム，ギル(vln.)

2019/06/14 NHKホール 1916C ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調

2019/06/19 サントリーホール 1917B ヤルヴィ、パーヴォ メシアン トゥランガリラ交響曲
ムラノ、ロジェ(pf,)/ミラー、シンシア
(Ondes Martenot)

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ バツェヴィチ 弦楽オーケストラのための協奏曲

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22 ベル、ジョシュア(vln,)

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ ルトスワフスキ 小組曲

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲

2019/09/20 NHKホール 1919C ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 歌劇「カプリッチョ」 作品85：最後の場 ファルカシュ、ヴァレンティーナ(sop.)

2019/09/20 NHKホール 1919C ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ トゥール ルーツを求めて～シベリウスをたたえて～

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ ニルセン フルート協奏曲 パユ、エマニュエル(fl.)

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第6番 ニ短調 作品104

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

2020/2/15 NHKホール 1935A ヤルヴィ、パーヴォ アブラハムセン ホルン協奏曲 ドール、シュテファン（hrn.）

NHK交響楽団、ベルリン・フィルハーモ
ニー管弦楽団、 NTR土曜マチネ、シアトル
交響楽団、オークランド・フィルハーモニー
管弦楽団共同委嘱／日本初演

2020/2/15 NHKホール 1935A ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調

2020/2/5 サントリーホール 1934B ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 モレノ、レティシア（vln.）

2020/2/5 サントリーホール 1934B ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲 N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

堀正文(vln.) N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ ブラームス 悲劇的序曲 作品81 N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ ブラームス 大学祝典序曲 作品80 N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ 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

N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ ブラームス ハンガリー舞曲：第6番 N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：あたりは沈黙に とざされ
水嶋育(sop.)/ブラック、ジェフリー
(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：前奏曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：恐れに色を失う ならば
水嶋育(sop.)/ブラック、ジェフリー
(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ 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」

ブラック、ジェフリー(br.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：酒の歌「みんな
楽しくお酒を飲んで」

ブラック、ジェフリー(br.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ プッチーニ 歌劇「トスカ」：歌に生き、恋に生き 佐藤しのぶ(sop.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：前奏曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：アルフレードはどこに
佐藤しのぶ(sop.)/ブラック、ジェフ
リー(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：天使のように清らかな娘が ブラック、ジェフリー(br.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：わたしの愛の強さを知らないから 佐藤しのぶ(sop.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：お嬢さんに伝えてください 佐藤しのぶ(sop.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：どうすればよいのですか 佐藤しのぶ(sop.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：今は生きる力もなく
佐藤しのぶ(sop.)/ブラック、ジェフ
リー(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：お手をどうぞ
佐藤しのぶ(sop.)/ブラック、ジェフ
リー(br.)

NHK音楽祭

2019/12/11 NHKホール ヤング、シモーネ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ベングトソン、マリア(sop.)/清水華澄
(mez-sop.)/シュコフ、ニコライ(ten.)/
ピサローニ、ルカ(バス・バリトン)/東
京オペラシンガーズ(chor.)


