
1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

スメタナ 交響詩「モルダウ」

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
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

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 交響的舞曲 作品64

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ピアノ協奏曲 第1番 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

1994/01/21 NHKホール
#1221
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1994/01/21 NHKホール
#1221
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

1994/01/27 NHKホール
#1222
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

アダムス、ジョン 包帯係 シルヴァン、サンフォード(br.)

1994/01/27 NHKホール
#1222
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

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

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー リャードフ アポカリプスから 作品66

1994/02/10 NHKホール
#1224
A

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

1994/02/10 NHKホール
#1224
A

ラザレフ、アレクサンダー ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー クルーセル
クラリネット協奏曲 ヘ短調 作品
5

ライスター、カール(cl.)

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

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

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー ラヴェル スペイン狂詩曲

1994/02/23 宮崎県立芸術劇場 パータノストロ、ロベルト ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ヴェレット、イレーナ(pf.) 宮崎県立芸術劇場開館記念事業

1994/02/23 宮崎県立芸術劇場 パータノストロ、ロベルト チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

宮崎県立芸術劇場開館記念事業

1994/02/28 サントリーホール パータノストロ、ロベルト ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲 サントリーホール定期演奏会1993-VII

1994/02/28 サントリーホール パータノストロ、ロベルト パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 渡辺玲子(vln.) サントリーホール定期演奏会1993-VII

1994/02/28 サントリーホール パータノストロ、ロベルト レスピーギ 交響詩「ローマの松」 サントリーホール定期演奏会1993-VII

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

1994/03/05 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 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 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 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.)

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 ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：むごい運命よ 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 ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：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 ジュイエ、シャンタル(vln.)

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 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 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 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

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

よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

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」

1994/04/09 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」

1994/04/14 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.)

1994/04/20 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

1994/05/09 サントリーホール 外山雄三 グバイドゥーリナ ヴァイオリン協奏曲「オッフェリトリウム」 数住岸子(vln.)
MusicTomorrow1994プレトーク(18:00～)：
北爪道夫/石井眞木/石田一志(司会)



1994/05/09 サントリーホール 外山雄三 石井眞木
交響譚詩「龍玄の時へ」 作品
100

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow1994プレトーク(18:00～)：
北爪道夫/石井眞木/石田一志(司会)

1994/05/09 サントリーホール 外山雄三 北爪道夫 映照

1994年第42回尾高賞受賞
MusicTomorrow1994
プレトーク(18:00～)：北爪道夫/石井眞木/
石田一志(司会)

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 レーピン、ヴァディム(vln.)

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル ドビュッシー 交響詩「海」

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19 ゼルキン、ピーター(pf.)

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

プラッソン、ミシェル イベール フルート協奏曲 グラフェナウアー、イレナ(fl.)

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

プラッソン、ミシェル オネゲル 交響曲 第3番 「礼拝」

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

プラッソン、ミシェル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

1994/06/04 NHKホール
#1235
C

朝比奈隆 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 リン、チョーリャン(vln.)

1994/06/04 NHKホール
#1235
C

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1994/06/15 NHKホール
#1236
B

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

1994/06/15 NHKホール
#1236
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 チャン、サラ(vln.)

1994/06/23 NHKホール
#1237
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

野平一郎(pf.)

1994/06/23 NHKホール
#1237
A

デュトワ、シャルル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第82番 ハ長調 Hob.I- 82 「くま」

1994/06/23 NHKホール
#1237
A

デュトワ、シャルル リスト ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 ローティー、ルイ(pf.)

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

キタエンコ、ドミートリ グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」： 序曲 第100回記念公演NTT

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 クライネフ、ウラディーミル(pf.) 第100回記念公演NTT

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 第100回記念公演NTT

1994/07/26 サントリーホール キタエンコ、ドミートリ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1994/07/26 サントリーホール キタエンコ、ドミートリ 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」

1994/07/26 サントリーホール キタエンコ、ドミートリ モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 山口裕之(vln.)/川崎和憲(vla.)

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲 / 3つの舞曲
N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー スメタナ 交響詩「ボヘミアの牧場と森から」
N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー スメタナ 交響詩「モルダウ」
N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

1994/08/18 静岡市民文化会館 尾高忠明 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1994/08/18 静岡市民文化会館 尾高忠明 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 藤川真弓(vln.)

1994/08/18 静岡市民文化会館 尾高忠明 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1994/09/03 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

1994/09/03 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 チー・ユン(vln.)

1994/09/08 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

1994/09/08 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 ヤブロンスキー、ペーテル(pf.)

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

1994/09/14 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)

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 ワッツ、アンドレ(pf.)

1994/09/25
Symphony Hall
Birmingham

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 バーミンガム

1994/10/15 NHKホール
#1241
C

ムント、ウーヴェ シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485



1994/10/15 NHKホール
#1241
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 ステューダー、チェリル(sop.)

1994/10/15 NHKホール
#1241
C

ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1994/10/20 NHKホール
#1242
A

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1994/10/20 NHKホール
#1242
A

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ダルベルト、ミシェル(pf.)

1994/10/20 NHKホール
#1242
A

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1994/10/26 NHKホール
#1243
B

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト 二重小協奏曲 磯部周平(cl.)/岡崎耕治(fg.)

1994/10/26 NHKホール
#1243
B

ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第12番 イ長調
K.414

カツァリス、シプリアン(pf.)

1994/10/26 NHKホール
#1243
B

ムント、ウーヴェ 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

1994/11/04 NHKホール
#1244
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ルプー、ラドゥ(pf.)

1994/11/04 NHKホール
#1244
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 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
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 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
ング

ブラームス 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
ング

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

竹澤恭子(vln.)/ブルネルロ、マリオ
(vlc.)

1994/11/16 NHKホール
#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 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
ング

ブラームス 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
ング

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
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

1994/11/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 サントリーホール定期演奏会1994-V

1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81： 序曲

1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ケナー、ケヴィン(pf.)

1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

フランク 交響曲 ニ短調

1994/12/08 NHKホール
#1248
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

スメタナ 交響詩「わが祖国」

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー リュッケルトによる5つの歌
ペツコヴァー、ダグマル
(mez.sop.)

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー 交響曲 第10番

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マルティヌー ニッポナーリ (日本の和歌による7つの歌)
ペツコヴァー、ダグマル
(mez.sop.)

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

1994/12/22 NHKホール
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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.)/ルンケル、ラインヒ
ルト(alt.)/市原多朗(ten.)
/ゾーティン、ハンス(br.)/国立音楽
大学(chor.)

1995/01/12 NHKホール
#1250
A

北原幸男 ショスタコーヴィチ バレエ組曲 第1番 作品84

1995/01/12 NHKホール
#1250
A

北原幸男 ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

1995/01/12 NHKホール
#1250
A

北原幸男 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第1番 変ニ長調 作品10 クライネフ、ウラディーミル(pf.)

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 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： 第1楽章

渡辺玲子(vln.)/向山佳絵子
(vlc.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 ベートーヴェン
三重協奏曲 ハ長調 作品56：第
3楽章

小山実稚恵(pf.)/加藤知子
(vln.)/山崎伸子(vlc.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 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：
第2楽章 / 第3楽章

海老彰子(pf.)/花房晴美(pf.)
20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

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

千住真理子(vln.)/小林美恵
(vln.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1995/01/16 サントリーホール 沼尻竜典 モーツァルト、W.A. ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調 K.382 清水和音(pf.)
20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

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

佐久間由美子(fl.)/吉野直子
(hrp.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

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

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 中村紘子(pf.)

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」

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.)

1995/02/11 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)

1995/02/16 NHKホール
#1254
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」
(演奏会形式)

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

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
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

1995/02/22 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

1995/03/09 NHKホール
#1256
A

外山雄三 コダーイ 小ミサ曲 東京混声合唱団(chor.) 合唱指導：本多優之

1995/03/09 NHKホール
#1256
A

外山雄三 シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1995/03/09 NHKホール
#1256
A

外山雄三 モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 堀正文(vln.)/川崎雅夫(vla.)

1995/03/15 NHKホール
#1257
B

外山雄三 ドヴォルザーク 悲しみの聖母 作品58
菅英三子(sop.)/西明美(alt.)/福井敬
(ten.)/戸山俊樹(bs.)/国立音楽大学
(chor.)

安達さおり急病のため菅英三子に変更
合唱指導：長井則文

1995/04/01 NHKホール
#1258
C

外山雄三 シューベルト 交響曲 第2番 変ロ長調 D.125

1995/04/01 NHKホール
#1258
C

外山雄三 シュトラウス、リヒャルト 歌劇「カプリッチョ」 作品85：序曲 / 月光の曲

1995/04/01 NHKホール
#1258
C

外山雄三 モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K Anh.9
茂木大輔(ob.)/横川晴児(cl.)/
霧生吉秀(fg.)/松﨑裕(hrn.)

1995/04/13 NHKホール
#1259
A

フォスター、ローレンス ブリテン イリュミナシオン 作品18 ヘンドリックス、バーバラ(sop.)

1995/04/13 NHKホール
#1259
A

フォスター、ローレンス マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ヘンドリックス、バーバラ(sop.)

1995/04/20 NHKホール
#1260
B

フォスター、ローレンス エネスコ 交響曲 第1番 変ホ長調 作品13

1995/04/20 NHKホール
#1260
B

フォスター、ローレンス ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス コープランド サロン・メキシコ

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 ケフェレック、アンヌ(pf.)

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス 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

猪俣猛(drums)

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス ラロ 歌劇「イスの王様」：序曲

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 ペンデレツキ 交響曲 第4番 「アダージョ」

MusicTomorrow1995プレトーク(15:15～)：
藤家溪子/猿谷紀郎/菅野由弘/石田一志
(司会)プログラムへの挟み込みによると、
当初の予定から曲順変更

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 猿谷紀郎 ゆらら おりみだりFractal Vision

1995年第43回尾高賞受賞
MusicTomorrow1995
プレトーク(15:15～)：藤家溪子/猿谷紀郎/
菅野由弘/石田一志(司会)プログラムへの
挟み込みによると、当初の予定から曲順
変更

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 菅野由弘 崩壊の神話

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow1995プレトーク(15:15～)：
藤家溪子/猿谷紀郎/菅野由弘/石田一志
(司会)プログラムへの挟み込みによると、
当初の予定から曲順変更

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 藤家溪子 思いだす ひとびとのしぐさを

1995年第43回尾高賞受賞
MusicTomorrow1995
プレトーク(15:15～)：藤家溪子/猿谷紀郎/
菅野由弘/石田一志(司会)プログラムへの
挟み込みによると、当初の予定から曲順
変更

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)

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 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

若杉弘 シェーンベルク グレの歌

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
ス)/木村俊光(語り手)/国立音楽大
学(chor.)

合唱指導：佐藤公孝

1995/05/30 サントリーホール ブーレーズ、ピエール バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19 晋友会合唱団(chor.) ピエール・ブーレーズ・フェスティバル

1995/05/30 サントリーホール ブーレーズ、ピエール ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 晋友会合唱団(chor.) ピエール・ブーレーズ・フェスティバル

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」

1995/06/10 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 モラヴェツ、イヴァン(pf.)

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

1995/06/15 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 バルダスティ、インゲボルク(pf.)



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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 第2番
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター 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
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「ディナミーデン」 作品173
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(1世) ギャロップ「若人の情熱」 作品90
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) スペイン行進曲 作品433
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) フランス風ポルカ「野火」 作品313
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「狩り」 作品373
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「酒、女、歌」 作品333
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「春の声」 作品410
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世)
喜歌劇「ローマの謝肉祭」 作品 356：ポルカ「ド
ナウのほとりから」

N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター スッペ 喜歌劇「軽騎兵」：序曲
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター スッペ 喜歌劇「美しいガラテア」：序曲
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
12のメヌエットHob.IX-11：3つのウィーン舞踏会メ
ヌエット

N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター ベートーヴェン
12のコントルダンス WoO.14：第1番 /第2番 / 第
3番 / 第11番 / 第12番

N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.203：メヌエット
N響「夏」'95～踊るウィーンの調べ
～ペータ・グートは指揮とヴァイオリンを担
当(弾き振り)

1995/07/29 サントリーホール 大野和士 ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」
サントリーホール定期演奏会1995年IIマー
ラーvs.ツェムリンスキー

1995/07/29 サントリーホール 大野和士 バッハ、J.S.(マーラー) 組曲 第2番 ロ短調 BWV1067： 序曲
サントリーホール定期演奏会1995年IIマー
ラーvs.ツェムリンスキー

1995/07/29 サントリーホール 大野和士 マーラー 亡き子をしのぶ歌 小松英典(br.)
サントリーホール定期演奏会1995年IIマー
ラーvs.ツェムリンスキー

1995/08/19 サントリーホール パータノストロ、ロベルト ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 サントリーホール定期演奏会1995年III

1995/08/19 サントリーホール パータノストロ、ロベルト リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 小川典子(pf.) サントリーホール定期演奏会1995年III

1995/08/19 サントリーホール パータノストロ、ロベルト
リスト(ミュラー・ベルクハウ
ス)

ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調 サントリーホール定期演奏会1995年III

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト
歌劇「インテルメッツォ」から 4つの交響的間奏
曲

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「伝説」 作品9

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 交響曲「世界の調和」 ヒンデミット生誕100年

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

プーランク 朝の歌 ロジェ、パスカル(pf.)

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「伝説」 作品9

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 交響曲「世界の調和」 ヒンデミット生誕100年

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

プーランク 朝の歌 ロジェ、パスカル(pf.)

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 小山実稚恵(pf.)
ORCHARDSPECIAL'95
N響

1995/09/19
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3番 作品72
ORCHARDSPECIAL'95
N響

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

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ 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 諏訪内晶子(vln.)

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

プレヴィン、アンドレ 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」

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

コラール、ジャン・フィリップ(pf.)



1995/10/19 NHKホール
#1272
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

プレヴィン、アンドレ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

プレヴィン、アンドレ ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

プレヴィン、アンドレ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 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
ング

シュトラウス、リヒャルト 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
ング

シュトラウス、リヒャルト 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
ング

シュトラウス、リヒャルト 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

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヒンデミット 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

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ボアエルデュー 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
ング

モーツァルト、W.A. 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

1995/11/16 NHKホール
#1275
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

バッハ、J.S. ヨハネ受難曲 BWV245

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
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.)

合唱指導：八尋和美

1995/11/22 NHKホール
#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1995/11/22 NHKホール
#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

1995/11/22 NHKホール
#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1995/12/02 NHKホール
#1277
C

デュトワ、シャルル コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
バーンズ、ジェームス
E.(cimbalom)

1995/12/02 NHKホール
#1277
C

デュトワ、シャルル コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ジュイエ、シャンタル(vln.)

1995/12/02 NHKホール
#1277
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 歌曲集「夏の夜」 作品7 ポレ、フランソワーズ(mez.sop.)

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1995/12/13 NHKホール
#1279
B

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1995/12/13 NHKホール
#1279
B

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1995/12/18 サントリーホール 外山雄三 ヴィオッティ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ハ長調 ギトリス、イヴリー(vln.)
復活初演サントリーホール定期演奏会
1995年V

1995/12/18 サントリーホール 外山雄三 クロイツァー、R. 歌劇「ロドイスカ」：序曲
復活初演サントリーホール定期演奏会
1995年V

1995/12/18 サントリーホール 外山雄三 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ギトリス、イヴリー(vln.) サントリーホール定期演奏会1995年V

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.)

1996/01/12 NHKホール
#1280
C

アサートン、デーヴィッド ホルスト 組曲「惑星」 作品32 二期会合唱団(femalechor.)

1996/01/12 NHKホール
#1280
C

アサートン、デーヴィッド モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1996/01/18 NHKホール
#1281
A

アサートン、デーヴィッド エルガー ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品61 藤川真弓(vln.)

1996/01/18 NHKホール
#1281
A

アサートン、デーヴィッド ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド バックス 交響詩「ティンタジェルの城」

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.

1996/02/03 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

1996/02/03 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 渡辺玲子(vln.)

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

1996/02/08 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

1996/02/08 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 グティエレス、オラシオ(pf.)

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



1996/02/14 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」

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

1996/02/26 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

1996/03/02 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」

1996/03/02 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 今井信子(vla.)

1996/03/02 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

1996/03/02 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

1996/03/07 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 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

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) ブルックナー没後100年

1996/03/18 サントリーホール 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 サントリーホール定期演奏会

1996/03/18 サントリーホール ワルベルク、ハインツ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ベロフ、ミシェル(pf.) サントリーホール定期演奏会

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)
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

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 木村かをり(pf.)
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

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

1996/04/11 NHKホール
#1290
A

外山雄三 ヴュータン
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 作品37 「ル・
グレトリー」

チー・ユン(vln.)

1996/04/11 NHKホール
#1290
A

外山雄三 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1996/04/11 NHKホール
#1290
A

外山雄三 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 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」

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 一柳慧 弦楽オーケストラのための「インタースペース」

1996/05/11 NHKホール
#1292
C

インバル、エリアフ ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ギトリス、イヴリー(vln.)

1996/05/11 NHKホール
#1292
C

インバル、エリアフ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (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

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

インバル、エリアフ ウェーベルン 6つの小品 作品6 (1928年版)

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

インバル、エリアフ グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

インバル、エリアフ ラヴェル
「ダフニスとクロエ」組曲 第1番 /
第2番

二期会合唱団(chor.)

1996/05/22 NHKホール
#1294
B

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1996/05/27 サントリーホール スラットキン、レナード ガーシュウィン キューバ序曲 サントリーホール定期演奏会1996年-I

1996/05/27 サントリーホール スラットキン、レナード ガーシュウィン コンチェルト・イン・F クロスリー、ポール(pf.) サントリーホール定期演奏会1996年-I

1996/05/27 サントリーホール スラットキン、レナード ラヴェル ボレロ サントリーホール定期演奏会1996年-I

1996/05/27 サントリーホール スラットキン、レナード ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 クロスリー、ポール(pf.) サントリーホール定期演奏会1996年-I

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 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

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 ペスカノフ、マーク(vln.)

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

1996/06/12 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 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 交響組曲「シェエラザード」 作品35 山口裕之(vln.)

1996/06/18 サントリーホール ペンデレツキ、クシシュトフ ペンデレツキ 交響曲 第3番

日本初演
MusicTomorrow1996プレトーク(18:15～)：
野平一郎/林光/クシシュトフ・ペンデレツ
キ/石田一志(司会)

1996/06/18 サントリーホール ペンデレツキ、クシシュトフ 野平一郎 室内協奏曲 第1番 木村かをり(pf.)

1996年第44回尾高賞受賞
MusicTomorrow1996
プレトーク(18:15～)：野平一郎/林
光/クシシュトフ・ペンデレツキ/石田一志
(司会)



1996/06/18 サントリーホール ペンデレツキ、クシシュトフ 林光 ヴィオラ協奏曲 「悲歌」 今井信子(vla.)

1996年第44回尾高賞受賞
MusicTomorrow1996
プレトーク(18:15～)：野平一郎/林光/クシ
シュトフ・ペンデレツキ/石田一志(司会)

1996/07/19 サントリーホール ゲルギエフ、ワレリー プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111 サントリーホール定期演奏会1996-3

1996/07/19 サントリーホール ゲルギエフ、ワレリー ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 サントリーホール定期演奏会1996-3

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 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 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 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 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 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 ブリテン イギリス民謡集 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 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
～

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 ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/19 サントリーホール ムント、ウーヴェ シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129
グローバン、フランソワーズ
(vlc.)

サントリーホール定期演奏会1996-4

1996/08/19 サントリーホール ムント、ウーヴェ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 サントリーホール定期演奏会1996-4

1996/08/19 サントリーホール ムント、ウーヴェ ブラームス 悲劇的序曲 作品81 サントリーホール定期演奏会1996-4

1996/09/07 NHKホール
#1298
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 グード、リチャード(pf.)

1996/09/07 NHKホール
#1298
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット
シンフォニア・セレーナ：ベー トーヴェンによる速
い行進曲

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
行進曲 ヘ長調「ボヘミア国防軍 のために」
WoO.18

1996/09/18 NHKホール
#1300
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 コワセヴィチ、スティーヴン(pf.)

1996/09/18 NHKホール
#1300
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

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 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.)

1996/10/05 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

1996/10/17 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」

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

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 武満徹 弦楽のためのレクイエム
サントリーホール10周年記念フェスティバ
ル公演

1996/11/14 NHKホール
#1305
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 アッカルド、サルヴァトーレ(vln.)

1996/11/14 NHKホール
#1305
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

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 マイヤース、アン・アキコ(vln.)

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル カントルーブ オーヴェルニュの歌 アップショウ、ドーン(sop.)

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル デュティユー 音色、空間、運動

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル レスピーギ 交響詩「ローマの松」



1996/12/05 NHKホール
#1308
A

デュトワ、シャルル オネゲル オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

ヴァンサン、ジュリー(ジャンヌ・ダル
ク)/プロヴォ、ギー(ドミニク修道士)/
ブシャール、レイモン(廷吏&伝令官
III&聖職者&ペロ&司祭)/クリージャ
ス、ジャン・ミシェル(ベッドフォード)/
ボエ、フィリップ(ギョーム・ド・フラヴィ
&突風北風おじさん&ロバ)/オルシ
ニ、フィリップ(ルニョー・ド・シャルト
ル)/ジェルベ・パケ、オリビエ(ジャン・
ド・リュクサンブール)/グローダイヨ
ン、アンドレ(酒樽おっかあ)/浜田理
恵(聖処女&声)/緑川まり(マルガレー
テ)/ペラゲン、エレーヌ(カタリーナ)/
エイラー、ジョン(声&ブタ&伝令官Ｉ
&聖職者)/小鉄和広(バス・ソロ&伝
令官&伝令官II)/二期会合唱団
(chor.)/東京少年少女合唱隊
(childrenchor.)

19:00～デュトワ氏、高島氏による対談
「デュトワが語るジャンヌの世界」がありま
す合唱指導：三澤洋史、長谷川冴子演出：
高島勲ビジュアル・アドバイザー：ヘニン
グ・フォン・ギールケ舞台監督：小栗哲家
照明：高沢立生衣装コーディネイト：林なつ
子字幕：川口義晴ピアノ・コーチ：デニス・
マッセ

1996/12/06 NHKホール
#1308
A

デュトワ、シャルル オネゲル オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

ヴァンサン、ジュリー(ジャンヌ・ダル
ク)/プロヴォ、ギー(ドミニク修道士)/
ブシャール、レイモン(廷吏&伝令官
III&聖職者&ペロ&司祭)/クリージャ
ス、ジャン・ミシェル(ベッドフォード)/
ボエ、フィリップ(ギョーム・ド・フラヴィ
&突風北風おじさん&ロバ)/オルシ
ニ、フィリップ(ルニョー・ド・シャルト
ル)/ジェルベ・パケ、オリビエ(ジャン・
ド・リュクサンブール)/グローダイヨ
ン、アンドレ(酒樽おっかあ)/浜田理
恵(聖処女&声)/緑川まり(マルガレー
テ)/ペラゲン、エレーヌ(カタリーナ)/
エイラー、ジョン(声&ブラ&伝令官Ｉ
&聖職者)/小鉄和広(バス・ソロ&伝
令官&伝令官II)/二期会合唱団
(chor.)/東京少年少女合唱隊
(childrenchor.)

合唱指導：三澤洋史、長谷川冴子演出：高
島勲ビジュアル・アドバイザー：ヘニング・
フォン・ギールケ舞台監督：小栗哲家照
明：高沢立生衣装コーディネイト：林なつ子
字幕：川口義晴ピアノ・コーチ：デニス・マッ
セ19:00～デュトワ氏、高島氏による対談
「デュトワが語るジャンヌの世界」がありま
す

1996/12/11 NHKホール
#1309
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ベル、ジョシュア(vln.)

1996/12/11 NHKホール
#1309
B

デュトワ、シャルル ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1996/12/11 NHKホール
#1309
B

デュトワ、シャルル 武満徹 精霊の庭

1996/12/16 サントリーホール デュトワ、シャルル アルベニス(アルボス)
組曲「イベリア」：エボカシオン /
セビリアの聖体祭

サントリーホール定期演奏会1996-7

1996/12/16 サントリーホール デュトワ、シャルル トゥーリナ 交響詩「幻想舞曲」 作品22 サントリーホール定期演奏会1996-7

1996/12/16 サントリーホール デュトワ、シャルル ファリャ バレエ組曲「三角帽子」 寺谷千枝子(mez.sop.) サントリーホール定期演奏会1996-7

1996/12/16 サントリーホール デュトワ、シャルル ロドリーゴ アランフエスの協奏曲 福田進一(guit.) サントリーホール定期演奏会1996-7

1996/12/20 NHKホール デュトワ、シャルル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 アルゲリッチ、マルタ(pf.) デュトワ常任指揮者就任記念

1996/12/20 NHKホール デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 デュトワ常任指揮者就任記念

1996/12/20 NHKホール デュトワ、シャルル ラヴェル 道化師の朝の歌 デュトワ常任指揮者就任記念

1996/12/21 NHKホール デュトワ、シャルル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 アルゲリッチ、マルタ(pf.) デュトワ常任指揮者就任記念

1996/12/21 NHKホール デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 デュトワ常任指揮者就任記念

1996/12/21 NHKホール デュトワ、シャルル ラヴェル 道化師の朝の歌 デュトワ常任指揮者就任記念

1996/12/25 NHKホール デュトワ、シャルル オネゲル クリスマス・カンタータ
直野資(br.)/国立音楽大学(chor.)/
東京放送児童合唱団(childrenchor.)

1996/12/25 NHKホール デュトワ、シャルル 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.)/吉
田浩之(ten.)/直野資(br.)/国立音楽
大学(chor.)/東京放送児童合唱団
(childrenchor.)

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

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

1997/01/17 NHKホール
#1310
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46

1997/01/17 NHKホール
#1310
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ジルベルシュテイン、リリヤ(pf.)

1997/01/23 NHKホール
#1311
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ツェムリンスキー 抒情交響曲 作品18
釜洞祐子(sop.)/スコウフス、ボー
(br.)

1997/01/23 NHKホール
#1311
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1997/01/29 NHKホール
#1312
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1997/01/29 NHKホール
#1312
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72

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」

1997/02/08 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 クーレン、イザベル・ファン(vln.)

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



1997/02/13 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」

1997/02/19 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 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

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」

1997/03/01 NHKホール
#1316
C

フィッシャー、イヴァン ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 ペレーニ、ミクローシュ(vlc.)

1997/03/01 NHKホール
#1316
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1997/03/06 NHKホール
#1317
A

朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

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 ステューダー、チェリル(sop.)

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
様、願いをお聞きください」

ステューダー、チェリル(sop.)

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 ステューダー、チェリル(sop.)

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「ローエングリン」：エルザの夢「寂しい日々
に神に祈っ
た」

ステューダー、チェリル(sop.)

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
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：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 舞台神聖祭典劇「パルシファル」：前奏曲

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第2番 作品55

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 ラヴェル 古風なメヌエット

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ガヴリロフ、アンドレイ(pf.)

1997/04/10 NHKホール
#1320
A

十束尚宏 シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1997/04/10 NHKホール
#1320
A

十束尚宏 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ダルベルト、ミシェル(pf.)

1997/04/10 NHKホール
#1320
A

十束尚宏 プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

1997/04/16 NHKホール
#1321
B

大友直人 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1997/04/16 NHKホール
#1321
B

大友直人 ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1997/04/25 Salle Pleyel デュトワ、シャルル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 竹澤恭子(vln.) パリ

1997/04/25 Salle Pleyel デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111 パリ

1997/04/25 Salle Pleyel デュトワ、シャルル ワーグナー、リヒャルト 歌劇「さまよえるオランダ人」： 序曲 パリ

1997/04/30 Konzerthaus デュトワ、シャルル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 竹澤恭子(vln.) ウィーン

1997/04/30 Konzerthaus デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111 ウィーン

1997/04/30 Konzerthaus デュトワ、シャルル ワーグナー、リヒャルト 歌劇「さまよえるオランダ人」： 序曲 ウィーン

1997/05/16 NHKホール
#1322
C

コウト、イルジー スメタナ 交響詩「わが祖国」

1997/05/22 NHKホール
#1323
A

コウト、イルジー 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 ポレ、フランソワーズ(sop.) 字幕付き

1997/05/22 NHKホール
#1323
A

コウト、イルジー ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ワルキューレ」：第1幕 (演 奏会形式)
ポレ、フランソワーズ(sop.)/ノイマ
ン、ウォルフガング(ten.)/ゾーティ
ン、ハンス(bs.)

字幕付き

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

コウト、イルジー ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

コウト、イルジー ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

コウト、イルジー モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

モラヴェツ、イヴァン(pf.)

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

コウト、イルジー モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1997/06/07 NHKホール
#1325
C

デュトワ、シャルル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 竹澤恭子(vln.) 1997年4月ヨーロッパ公演プログラム

1997/06/07 NHKホール
#1325
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111 1997年4月ヨーロッパ公演プログラム

1997/06/07 NHKホール
#1325
C

デュトワ、シャルル ワーグナー、リヒャルト 歌劇「さまよえるオランダ人」： 序曲 1997年4月ヨーロッパ公演プログラム

1997/06/12 NHKホール
#1326
A

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1997/06/12 NHKホール
#1326
A

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

グラフェナウアー、イレナ(fl.)

1997/06/18 NHKホール
#1327
B

デュトワ、シャルル メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」 作品21 / 作品61

江守徹(narr.)/曽我栄子(sop.)
/白井光子(mez.sop.)/クロストード・
レディース・アンサンブル
(femalechor.)

メンデルスゾーン没後150年

1997/06/18 NHKホール
#1327
B

デュトワ、シャルル 武満徹 ファミリー・トゥリー (系図)
遠野凪子(narr.)/御喜美江
(accor.)

メンデルスゾーン没後150年

1997/06/23 サントリーホール メルクル、準 シュトラウス、リヒャルト オーボエ協奏曲 ニ長調 宮本文昭(ob.)
サントリーホール定期演奏会1997-
2

1997/06/23 サントリーホール メルクル、準 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24
サントリーホール定期演奏会1997-
2

1997/06/23 サントリーホール メルクル、準 ドビュッシー 交響詩「海」
サントリーホール定期演奏会1997-
2

1997/06/23 サントリーホール メルクル、準 ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
サントリーホール定期演奏会1997-
2



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

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

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

戸田弥生(vln.)

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

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

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

1997/07/31 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 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 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 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 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～

1997/08/19 サントリーホール フォスター、ローレンス シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81： 序曲 サントリーホール定期演奏会1997-4

1997/08/19 サントリーホール フォスター、ローレンス 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」

サントリーホール定期演奏会1997-4

1997/08/19 サントリーホール フォスター、ローレンス ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 児玉桃(pf.) サントリーホール定期演奏会1997-4

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.)

1997/09/11 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 ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 諏訪内晶子(vln.)

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

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)
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」

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

1997/10/18 NHKホール
#1331
C

キタエンコ、ドミートリ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1997/10/18 NHKホール
#1331
C

キタエンコ、ドミートリ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

1997/10/23 NHKホール
#1332
A

キタエンコ、ドミートリ ショスタコーヴィチ 交響曲 第6番 ロ短調 作品54

1997/10/23 NHKホール
#1332
A

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45

1997/10/23 NHKホール
#1332
A

キタエンコ、ドミートリ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ワッツ、アンドレ(pf.)

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

キタエンコ、ドミートリ ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
バルダスティ、インゲボルク(pf.)
/津堅直弘(trp.)

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

キタエンコ、ドミートリ ペルト ベンジャミン・ブリテンへの追悼 歌

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

キタエンコ、ドミートリ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 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
ング

シューベルト 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
ング

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 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
ング

シューベルト(ブラームス) 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
ング

シューベルト(ブラームス) 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
ング

シューベルト(ブラームス) 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
ング

シューベルト(ブラームス) 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



1997/11/13 NHKホール
#1335
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ドイツ･レクイエム 作品45
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
(chor.)

ブラームス没後100年

1997/11/19 NHKホール
#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ペスカノフ、マーク(vln.) メンデルスゾーン没後150年

1997/11/19 NHKホール
#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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」

メンデルスゾーン没後150年

1997/11/19 NHKホール
#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

メンデルスゾーン没後150年

1997/12/06 NHKホール
#1337
C

デュトワ、シャルル ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 東京混声合唱団(chor.)

1997/12/06 NHKホール
#1337
C

デュトワ、シャルル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)

1997/12/06 NHKホール
#1337
C

デュトワ、シャルル ラヴェル 海原の小舟

1997/12/11 NHKホール
#1338
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1997/12/11 NHKホール
#1338
A

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 チャン、ハンナ(vlc.)

1997/12/11 NHKホール
#1338
A

デュトワ、シャルル 西村朗 光の雅歌 チャン、ハンナ(vlc.)

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

デュトワ、シャルル バルトーク バレエ組曲

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

デュトワ、シャルル ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ズーカーマン、ピンカス(vln.)

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 ズーカーマン、ピンカス(vla.)

1997/12/22 NHKホール デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 詩編交響曲 国立音楽大学(chor.)

1997/12/22 NHKホール デュトワ、シャルル 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.)/寺谷千枝子(alt.)/
ブロホヴィッツ、ハンス・ペーター
(ten.)/ルントグルン、ベングト(br.)/国
立音楽大学(chor.)

1997/9/6? 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

1997/9/6? 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

1998/01/08 NHKホール
#1340
A

ドレヴァンツ、ハンス チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1998/01/08 NHKホール
#1340
A

ドレヴァンツ、ハンス 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」

藤川真弓(vln.)

1998/01/08 NHKホール
#1340
A

ドレヴァンツ、ハンス ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1998/01/16 NHKホール
#1341
C

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第10番

1998/01/16 NHKホール
#1341
C

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲「大地の歌」
ゾッフェル、ドリス(alt.)/ガンビル、ロ
バート(ten.)

1998/01/21 NHKホール
#1342
B

ドレヴァンツ、ハンス ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1998/01/21 NHKホール
#1342
B

ドレヴァンツ、ハンス ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ブーニン、スタニスラフ(pf.)

1998/01/21 NHKホール
#1342
B

ドレヴァンツ、ハンス モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384： 序曲

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 テツラフ、クリスティアン(vln.)

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 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 フォークト、ラルス(pf.)

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

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

1998/03/18 サントリーホール デュトワ、シャルル ドビュッシー 映像 サントリーホール定期演奏会

1998/03/18 サントリーホール デュトワ、シャルル 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：モンタギュー家とキャピュ
レット家 / 少女ジュリエット/ マド リガル/ メヌ
エット/ 仮面 / ロメオとジュリエット/ タイボルト
の死 /ジュリエットの墓の前のロメオ

サントリーホール定期演奏会

1998/03/28 NHKホール
#1346
C

デュトワ、シャルル ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

1998/03/28 NHKホール
#1346
C

デュトワ、シャルル マルタン 小協奏交響曲
吉野直子(hrp.)/上田晴子(pf.)
/本荘玲子(harpsi.)

1998/03/28 NHKホール
#1346
C

デュトワ、シャルル ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

デュトワ、シャルル ドビュッシー(ビュセール) 小組曲

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

デュトワ、シャルル 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 ジョセフォヴィッツ、リーラ(vln.)

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

デュトワ、シャルル ホルスト 組曲「惑星」 作品32 二期会合唱団(femalechor.) 合唱指導：三澤洋史

1998/04/08 NHKホール
#1348
B

デュトワ、シャルル メシアン トゥランガリラ交響曲
エマール、ピエール・ロラン(pf.)
/原田節(ondesMartenot)

メシアン生誕90年

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 コラール、ジャン・フィリップ(pf.) 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 シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53 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 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



1998/04/23 NHKホール
#1350
A

ギルバート、アラン ウェーベルン パッサカリア 作品1 世界の若手指揮者たち

1998/04/23 NHKホール
#1350
A

ギルバート、アラン バルトーク オーケストラのための協奏曲 世界の若手指揮者たち

1998/04/23 NHKホール
#1350
A

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調
K.271

ケフェレック、アンヌ(pf.) 世界の若手指揮者たち

1998/04/29 NHKホール
#1351
B

メルクル、準 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 世界の若手指揮者たち

1998/04/29 NHKホール
#1351
B

メルクル、準 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」 コワセヴィチ、スティーヴン(pf.) 世界の若手指揮者たち

1998/04/29 NHKホール
#1351
B

メルクル、準 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527： 序曲 世界の若手指揮者たち

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント  ヘ長調
K.138

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

プレヴィン、アンドレ(pf.)

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492： 序曲

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1998/05/14 NHKホール
#1353
A

プレヴィン、アンドレ 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

1998/05/14 NHKホール
#1353
A

プレヴィン、アンドレ ベートーヴェン(ミトロプロス) 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

プレヴィン、アンドレ マーラー 交響曲 第4番 ト長調 アレキサンダー、ロバータ(sop.)

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
シェーナとロンド「どうしてあなたを忘れられよう」
K.505

アレキサンダー、ロバータ(sop.)
/プレヴィン、アンドレ(pf.)

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

プレヴィン、アンドレ 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙)

1998/06/02 サントリーホール 尾高忠明 マクミラン 交響曲「Vigil  (復活徹夜祭)」
日本初演プレトーク(18:20～)：三善晃/石
田一志(司会)

1998/06/02 サントリーホール 尾高忠明 三善晃 焉歌・波摘み
N響委嘱世界初演
プレトーク(18:20～)：三善晃/石田一志(司
会)

1998/06/02 サントリーホール 尾高忠明 武満徹 星・島
MusicTomorrow1998プレトーク(18:20～)：
三善晃/石田一志(司会)

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 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

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 シャハム、ギル(vln.)

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 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 フランク 交響曲 ニ短調

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.)

1998/06/24 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

ヘブラー、イングリート(pf.)

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 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 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 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
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～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン エネスコ ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ドヴォルザーク 伝説曲 作品59：第10番
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン バルトーク ルーマニア民俗舞曲
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ブラームス(フィッシャー) ハンガリー舞曲：第4番、第5番
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ベートーヴェン ロマンス 第1番 ト長調 作品40 山口裕之(vln.)
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50 篠崎史紀(vln.)
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン リスト(ドップラー) ハンガリー狂詩曲 第1番 ヘ短調
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～リストとドップラー
による共同編曲

1998/09/03 NHKホール #1358 チョン、ミョンフン ヴェルディ レクイエム
中村智子(sop.)/西明美(alt.)/佐野成
宏(ten.)/直野資(bs.)/二期会合唱団
(chor.)

1998/09/09 サントリーホール
#1359
B

チョン、ミョンフン シチェドリン コンチェルト・カンタービレ ヴェンゲーロフ・マクシム(vln.) 日本初演

1998/09/09 サントリーホール
#1359
B

チョン、ミョンフン チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36


