日付

1949/12/24

会場

定期

日比谷公会堂

指揮者

山田和男

作曲家

フンパーディンク

曲名

ソリスト

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」

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
柴田睦陸(ペーター)/大熊文子
ト
(ゲルトムート)/松内和子(ヘンゼル)/ 演出：青山杉作
柴田喜代子(グレーテル)/三枝喜美 美術：三林亮太郎
子(魔女)/坂本芳子(眠りの精)/笠井 衣裳：吉村倭一
秋江(暁
照明：橋本義雄
の精)/東京放送合唱団(chor.)
振付：谷桃子
舞踊：谷桃子バレエ団
舞台監督：田中好道

秋元清一(ゲスラー)/荒井基裕(ルド
ルフ)/中山悌一(ウイリアム・テル)/
石津憲一 (ワルター)/畑中良輔(メ
ルヒタール)/岩崎成章(アーノルド)/
ＮＨＫラジオ「放送音楽会」
伊藤亘行(ロイトルト)/三宅春恵(マチ
（植村敏夫・訳）
ルデ)/川崎静子(ヘードウイヒ)/
石田栞(ジユミー)/柴田睦陸(漁夫)/
東京放送合唱団、藤原歌劇団合唱
部(chor.)

1950/03/27放送

不詳

グルリット、マンフレッド

ロッシーニ

歌劇「ウィリアム・テル」

1951/06/06放送

不詳

ローゼンストック、ジョセフ

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1951/10/17

日比谷公会堂

1952/01/12
1952/01/12
1952/01/12
1952/01/12

#330

備考

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」
三宅春恵(sop.)/中山悌一
(br.)/K.A.Y.合唱団(恵泉女学園合唱
団/青山学院合唱団/YMCAグリー・
クラブ)(chor.)

ウェス、クルト

ブラームス

ドイツ･レクイエム 作品45

日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂

ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト

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)

喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲
アンネン・ポルカ 作品117
ワルツ「朝の新聞」 作品279
ポルカ「浮気心」 作品319

1952/01/12

日比谷公会堂

ウェス、クルト

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

1952/01/12
1952/01/12
1952/01/12
1952/01/12
1952/01/12
1952/01/12
1952/01/12
1952/01/12
1952/04/17,18?
1952/04/27
1952/05/18

日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
宝塚大劇場

ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト
ウェス、クルト

シュトラウス、ヨーゼフ
シュトラウス、エドゥアルド
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨーゼフ
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨーゼフ
シュトラウス、ヨーゼフ
シュトラウス、ヨハン(2世)
ラフマニノフ
芥川也寸志
ワーグナー、リヒャルト

ワルツ「オーストリアの村つばめ」 作品164
ポルカ「テープは切られた」 作品45
喜歌劇「ジプシー男爵」：入場行進曲
ポルカ「女心」 作品166
ワルツ「ウィーンかたぎ」 作品354
自転車ポルカ
かじ屋のポルカ 作品269
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
交響管弦楽のための音楽
楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲

1952/05/18

宝塚大劇場

ウェス、クルト

ワーグナー、リヒャルト

1952/05/21

日比谷公会堂

ウェス、クルト

ワーグナー、リヒャルト

1952/05/21

日比谷公会堂

ウェス、クルト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「トリスタンとイゾルデ」：船乗りたちが歌を
歌って、あのよ うに私を笑うからには

1952/05/21

日比谷公会堂

ウェス、クルト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「トリスタンとイゾルデ」：第3幕への前奏曲

1952/05/21

日比谷公会堂

ウェス、クルト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートのライン
の旅

1952/05/21

日比谷公会堂

ウェス、クルト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートの葬送
行進曲

1952/05/21

日比谷公会堂

ウェス、クルト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ブリュンヒルデの自己
犠牲

トローベル、ヘレン(sop.)

1953/03/21

日比谷公会堂

ウェス、クルト

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」

ギーゼキング、ワルター(pf.)

1953/09/24
1953/09/24

日比谷公会堂
日比谷公会堂

ウェス、クルト
ウェス、クルト

モーツァルト、W.A.
ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

スターン、アイザック(vln.)
スターン、アイザック(vln.)

1953/10/12

不詳

マルティノン、ジャン

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

ＮＨＫラジオ「ジャン・マルティノン特別演奏
会」

1953/10/12

不詳

マルティノン、ジャン

ラヴェル

スペイン狂詩曲

ＮＨＫラジオ「ジャン・マルティノン特別演奏
会」

1953/10/13
1953/10/13
1953/10/28

日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂

マルティノン、ジャン
マルティノン、ジャン
マルティノン、ジャン

ベルリオーズ
ラヴェル
ベートーヴェン

幻想交響曲 作品14
スペイン狂詩曲
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

#336

#349
#349

#350
#350

楽劇「トリスタンとイゾルデ」：イゾルデの愛の死
「優しくかすかな彼のほほえみ」
楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲

クロイツァー、レオニード(pf.)

トローベル、ヘレン(sop.)

トローベル、ヘレン(sop.)

ギーセキング・コンサートの夕べ

スターン、アイザック(vln.)

1954/04/21

日比谷公会堂

カラヤン、ヘルベルト･フォン チャイコフスキー

1954/08/11

不詳

ウェス、クルト

ブラームス

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」
交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1954/10/29放送

不詳

不詳

柴田南雄

黒い肖像

1954/11/20

日比谷公会堂

エッシュバッハー、ニクラウ
ドヴォルザーク
ス

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

フルニエ、ピエール(vlc.)

ピエール・フルニエ演奏会

1954/11/30放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
プッチーニ
ス

歌劇「ボエーム」：私の名はミミ

伊藤京子(sop.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
プッチーニ
ス

歌劇「ボエーム」：ミミの別れと四重唱

伊藤京子(sop.)/三宅春恵(sop.)/川
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの プッチーニ
崎静子(alt.)/柴田睦陸(ten.)/伊藤亘
３０年祭記念音楽会」
行(br.)

1954/11/30放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
プッチーニ
ス

歌劇「トスカ」：テ・デウム

秋元雅一朗(bs.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
プッチーニ
ス

歌劇「トスカ」：星はきらめき

藤原義江(ten.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
プッチーニ
ス

歌劇「蝶々夫人」：登場

山口和子(sop.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
プッチーニ
ス

歌劇「蝶々夫人」：愛の二重唱

笹田和子(sop.)/木下保(ten.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
プッチーニ
ス

歌劇「蝶々夫人」：可愛い坊や

長門美保(sop.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
プッチーニ
ス

歌劇「トゥーランドット」：リューの死

大谷冽子(sop.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

ＮＨＫラジオ「クルト・ウェス告別放送」
ＮＨＫラジオ「NHKラジオリサイタル 現代
音楽特集（６）日本編のうちの１曲

わが庭のバラ

伊藤京子(sop.)/伊藤宣行(br.)/東京
NHK放送開始30周年記念NHK交響楽団
放送合唱団(chor.)/東京藝術大学
特別演奏会
(chor.)

カルミナ・ブラーナ

伊藤京子(sop.)/渡辺高之助(ten.)/
ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」
石津憲一(br.)/国立音楽大学(chor.)

エッシュバッハー、ニクラウ
スメタナ
ス

歌劇「売られた花嫁」

伊藤宣行(br.)/笹田和子(sop.)
/伊藤京子(sop.)/関忠亮(bs.)/池田
智恵子(mez.sop.)/木下保(ten.)/柴
田睦陸(ten.)/秋本雅一郎(bs.)/荒木
宏明(ten.)/戸田政子(sop.)/岡恵誉
(ten.)/二期会(chor.)

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

1955/05/11

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
オルフ
ス

合唱指揮：伊藤栄一
舞踊・振付：谷桃子
バレエ団演出：青山圭男
訳詞：青木爽/植村敏夫/パウル・クリング
美術：三林亮太郎
美術助手：小田内道正
照明：穴沢喜美男
ピアノ：外山雄三/小林道夫/中野章三郎
舞台監督：津村健二/南実

1955/09/13～20

日比谷公会堂

1955/09/28放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
ロッシーニ
ス

歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

1955/09/28放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
プッチーニ
ス

歌劇「トスカ」：星はきらめき

1955/09/28放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
マスカーニ
ス

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：ママも知る
タッシナーリ、ピア(sop.)
とおり

1955/09/28放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
トスティ
ス

理想の人

タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1955/09/28放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
ナポリ民謡
ス

太陽の国

タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1955/09/28放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
ビゼー
ス

歌劇「カルメン」：ハバネラ

タッシナーリ、ピア(sop.)

1955/09/28放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
ヴェルディ
ス

歌劇「トロヴァトーレ」：われらの山へ

タッシナーリ、ピア(sop.)/タリアヴィー
ニ、フェルッチョ(ten.)

1955/09/28放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
ボーイト
ス

歌劇「メフィストフェーレ」：はるかなる彼方へ

タッシナーリ、ピア(sop.)/タリアヴィー
ニ、フェルッチョ(ten.)

1955/10/05放送

不詳

コステラネッツ、アンドレ

ウェーバー

舞踏への勧誘 作品65

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1955/10/05放送

不詳

コステラネッツ、アンドレ

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1955/10/05放送

不詳

コステラネッツ、アンドレ

シュトラウス、リヒャルト

歌劇「ばらの騎士」：円舞曲

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1955/10/05放送

不詳

コステラネッツ、アンドレ

ケイ、ハーシー

土曜日の夜

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1955/10/05放送

不詳

コステラネッツ、アンドレ

カーン、ジェローム

ミュージカル・コメディー「ショー・ボート」 の音楽

ＮＨＫラジオ「アンドレ・コステラネッツ特別
演奏会」

1955/11/20放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
ベートーヴェン
ス

序曲「コリオラン」 作品62

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1955/11/20放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
ベートーヴェン
ス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

1956/01/08放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
作曲者不詳（近衛秀麿）
ス

越天楽

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1956/01/08放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
尾高尚忠
ス

みだれ

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1956/01/08放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
間宮芳生
ス

ピアノ協奏曲 第1番

1956/01/08放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
伊福部昭
ス

土俗的三連画

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1956/02/26放送

不詳

エッシュバッハー、ニクラウ
林光
ス

オーケストラのための変奏曲

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」
1955年度第4回尾高賞受賞

1956/03/14

NHKホール(旧)

ローゼンストック、ジョセフ

スメタナ

交響詩「ボヘミアの牧場と森から」

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ローゼンストック特別演奏会

1956/03/14

NHKホール(旧)

ローゼンストック、ジョセフ

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」：第2部

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ローゼンストック特別演奏会

1956/03/14

NHKホール(旧)

ローゼンストック、ジョセフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ローゼンストック特別演奏会

1956/09/30

1956/10/03

東京宝塚劇場

産経ホール

#369

山田耕筰

グイ、ヴィットリオ/ヴェル
キ、ニーノ

グイ、ヴィットリオ

ヴェルディ

モーツァルト、W.A.

タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

クリング、パウル(vln.)

田村宏(pf.)

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

歌劇「アイーダ」

ステルラ、アントニエッタ(アイーダ)/
ベルトルリ、ルチアーナ(アイーダ)/
シミオナート、ジュリエッタ(アムネリ
ス)/ピラッツィーニ、ミリアム(アムネ
リス)/ボルソ、ウンベルト(ラダメス)/
プーマ、サルヴァトーレ(ラダメス)/グ
エルフィ、ジャン・ジャコモ(アモナズ
ロ)/カーヴァ、カルロ(ランフィス)/カッ
シネルリ、アントニオ(エジプト王)/カ
ルリン、マリオ(エジプト王の使者)/東
京放送合唱団(chor.)/二期会
(chor.)

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念合唱指揮：森正演
出：ブルーノ・ノフリプロンプター：セルジョ・
ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之演出助手：
栗山昌良美術監督：妹尾河童美術監督助
手：緒方規久子照明：石井尚郎
振付：島田広舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐々木忠次/湯藤
光生/青木堅造バレエ：服部・島田バレエ
団
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

歌劇「フィガロの結婚」 K.492

カッシネルリ、アントニオ(アルマ
ヴィーヴァ伯爵)/モスクッチ、オリ
エッタ(伯爵夫人)/タッディ、ジュゼッ
ペ(フィガロ)/ノーニ、アルダ(スザン
ナ)/シミオナート、ジュリエッタ(ケル
ビーノ)/ピラッツィーニ、ミリアム(ケ
ルビーノ)/カーヴァ、カルロ(バルト
ロ)/コルシ、リナ(マルチェルリーナ)/
カルリン、マリオ(ドン・バジリオ)
/ボイエル、アントニオ(アントニオ)/
スカルリーニ、グラウコ(ドン・クルチ
オ)/伊藤京子(バルバリーナ)/東京
放送合唱団(chor.)/二期会(chor.)

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念合唱指揮：森正演
出：ブルーノ・ノフリプロンプター：セルジョ・
ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之演出助手：
栗山昌良美術監督：妹尾河童美術監督助
手：緒方規久子照明：石井尚郎
振付：島田広舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐々木忠次/湯藤光生/稲
垣勝バレエ：服部・島田バレエ団
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

1956/10/09

1956/10/10

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

1956/10/28

産経ホール

産経ホール

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

神戸国際会館

グイ、ヴィットリオ

ヴェルキ、ニーノ

グイ、ヴィットリオ

グイ、ヴィットリオ

グイ、ヴィットリオ

グイ、ヴィットリオ

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

プッチーニ

モーツァルト、W.A.

モーツァルト、W.A.

モーツァルト、W.A.

モーツァルト、W.A.

ロッシーニ

ロッシーニ

ヴェルディ

プッチーニ

プッチーニ

ビゼー

ヴェルディ

歌劇「ファルスタッフ」

タッディ、ジュゼッペ(ファルスタッフ)/
ボイエル、アントニオ(フォード)/オン
シーナ、フアン(フェントン)/スカル
リーニ、グラウコ(ケイアス)/カルリ
ン、マリオ(バードルフ)/カッシネル
リ、アントニオ(ピストル)/モスクッチ、
オリエッタ(フォード夫人)/ノーニ、ア
ルダ(ナネッタ)/ピラッツィーニ、ミリア
ム(クイックリ夫人)/コルシ、リナ(ペー
ジ夫人)/東京放送合唱団(chor.)/二
期会(chor.)

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念合唱指揮：森正演
出：ブルーノ・ノフリプロンプター：セルジョ・
ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之演出助手：
栗山昌良美術監督：妹尾河童美術監督助
手：緒方規久子照明：石井尚郎
振付：島田広舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐々木忠次/湯藤光生/北
村三郎バレエ：服部・島田バレエ団
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

歌劇「トスカ」

グエルフィ、ジャン・ジャコモ(スカル
ピア男爵.)/タッディ、ジュゼッペ(スカ
ルピア男爵)/ボルソ、ウンベルト(カ
ヴァラドッシ)/プーマ、サルヴァトーレ
(カヴァラドッシ)/ステルラ、アントニ
エッタ(トスカ)/ベルトルリ、ルチアー
ナ(トスカ)/カーヴァ、カルロ(アンジェ
ロッティ)/ボイエル、アントニオ(教会
の番人)/スカルリーニ、グラウコ(ス
ポレッタ)/大橋国一(シャローネ)/栗
本尊子(羊飼いの少年)/東京放送合
唱団(chor.)/二期会(chor.)

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念
合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
プロンプター：セルジョ・ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之
演出助手：栗山昌良
美術監督：妹尾河童
美術監督助手：緒方規久子
照明：石井尚郎
振付：島田広
舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐木忠次/湯藤光生/富永
泰夫
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：彼女こそ私の宝 オンシーナ、フアン(ten.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：恋人よ、さあこ
の薬で

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

ノーニ、アルダ(sop.)

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：カタログの歌「奥
タッディ、ジュゼッペ(br.)
さん、これが恋人のカタログ」

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

歌劇「セビリアの理髪師」：陰口はそよ風のよう
に

カーヴァ、カルロ(bs.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

シミオナート、ジュリエッタ
(mez.sop.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

歌劇「セビリアの理髪師」：今の歌声は

歌劇「椿姫」：第3幕への前奏曲

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

歌劇「トゥーランドット」：誰も寝てはならぬ

ボルソ、ウンベルト(ten.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

モスクッチ、オリエッタ(sop.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

プーマ、サルヴァトーレ(ten.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

ピラッツィーニ、ミリアム
(mez.sop.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に

歌劇「カルメン」：花の歌 「おまえが投げたこの
花は」

歌劇「トロヴァトーレ」：炎は燃えて！

1956/10/28

神戸国際会館

ヴェルキ、ニーノ

プッチーニ

歌劇「ボエーム」：古い外とうよ

カッシネルリ、アントニオ(bs.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

ノーニ、アルダ(sop.)/ピラッツィー
ニ、ミリアム(mez.sop.)/プーマ、サル
ヴァトーレ(ten.)/タッディ、ジュゼッペ
(br.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28

神戸国際会館

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「リゴレット」：四重唱「美しい乙女よ」

1956/11/28

不詳

ローゼンストック、ジョセフ

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

1956/12/05

旧NHKホール

齋藤秀雄

ボッケリーニ

チェロ協奏曲 変ロ長調

ヘルシャー、ルートヴィヒ(vlc.)
伊藤京子(sop.)/川崎静子(alt.)/五十
嵐喜芳(ten.)/伊藤宣行(br.)/国立音
楽大学(chor.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ＮＨＫラジオ「希望音楽会」公開収録

1956/12/26,27

日比谷公会堂

ローゼンストック、ジョセフ

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1957/01/13放送

不詳

ローゼンストック、ジョセフ

レオンカヴァルロ

組曲「道化師」 作品26

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1957/02/03放送

不詳

ローゼンストック、ジョセフ

ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1957/03/03放送

不詳

ローゼンストック、ジョセフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第33番 変ロ長調 K.319

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1957/03/17放送

不詳

ローゼンストック、ジョセフ

バルトーク

歌劇「青ひげ公の城」 作品11

1957/03/22

NHKホール(旧)

ローゼンストック、ジョセフ

ゴトヴァツ、ヤコブ

交響的コロ舞曲

ＮＨＫラジオ「ローゼンストック告別演奏会」
公開収録

1957/03/22

NHKホール(旧)

ローゼンストック、ジョセフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

ＮＨＫラジオ「ローゼンストック告別演奏会」
公開収録

1957/03/22

NHKホール(旧)

ローゼンストック、ジョセフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏

ＮＨＫラジオ「ローゼンストック告別演奏会」
公開収録

1957/04/03

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」公開収録

1957/05/05放送

NHKホール(旧)

ロイブナー、ウィルヘルム

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/05/05放送

NHKホール(旧)

ロイブナー、ウィルヘルム

ブラームス

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

園田高弘(pf.)

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

伊藤京子(ユーディット)/中山悌一
(青ひげ)/永井智雄(narr.)

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/08/11放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

パーセル

歌劇「ディドーとエネアス」

1957/09/01放送

不詳

黛敏郎

黛敏郎

トーンプレロマス55

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/09/01放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/10/12

共立講堂（千代田
区）

ロイブナー、ウィルヘルム

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

ギレリス、エミール(pf.)

1957/10/12

共立講堂（千代田
区）

ロイブナー、ウィルヘルム

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

ギレリス、エミール(pf.)

1957/11/24

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

黛敏郎

カンパノロジー（後の涅槃交響曲 第1楽章）

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1957/11/24

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

間宮芳生

「朳 (えんぶり)」オーケストラの ための2つのタブ
ロー

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/01/25

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」公開収録

1958/01/25

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

シュトラウス、ヨハン(2世)

トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」公開収録

1958/02/01

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 フルニエ、ドア
イヤン Ｎ響特別演奏会」

1958/02/01

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

フルニエ、ジャン(vln,)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 フルニエ、ドア
イヤン Ｎ響特別演奏会」

1958/02/01

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

ラフマニノフ

パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

ドワイアン、ジネット(pf.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 フルニエ、ドア
イヤン Ｎ響特別演奏会」

1958/03/09放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

ブラームス

ワルツ「愛の歌」 作品52：第1番、第2番、第4番、
東京放送合唱団(chor.)
第6番、第5番、第11番、第8番、第9番

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「ボエーム」：私の名はミミ（戸田政子）

戸田政子(sop.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「ボエーム」：ムゼッタのワルツ

伊藤京子(sop.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「トスカ」：この時を待っていた、歌に生き恋 ランドゥ、アンナ(sop.)/セッシ、ローラ ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
に生き
ンド(br.)
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「トスカ」：星はきらめき

カンバーニス、ジャニス(ten.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「蝶々夫人」：愛の二重唱

柴田喜代子(sop.)/柴田睦陸(ten.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に

砂原美智子(sop.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「蝶々夫人」：かわいい坊や

福沢アクリヴィ

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「ジャンニ・スキッキ」：私のお父さん

ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「トゥーランドット」：氷のような姫君の心も

大谷冽子(sop.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂 プッチーニ生誕
百年記念Ｎ響特別演奏会」

1958/03/30放送

不詳

岩城宏之

三善晃

交響的変容

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/03/30放送

不詳

芥川也寸志

芥川也寸志

エローラ交響曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/04/05

不詳

ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1958/04/05

不詳

ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543：第3楽章

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1958/04/05

不詳

ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

ブレンダ、ハストン

愉快なファランドール

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1958/04/05

不詳

ルモーテル、エドゥアルド・
ヴァン

ボロディン

歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の 踊り

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1958/04/06放送

スタジオ録音

岩城宏之

黛敏郎

涅槃交響曲

東京コラリアーズ(chor.)

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」

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

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/05/04放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

フンパーディンク

1958/05/07

NHKホール(旧)

高田信一

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 ニ長調 作品101

カサド、ガスパール(vlc.)

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 ラジオ＆テレビ
京藝術大学(chor.)/東京放送合唱団 ｢第54次IOC総会発会式」
(chor.)

1958/05/25放送

不詳

外山雄三

外山雄三

序曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（１）」

1958/05/25放送

不詳

外山雄三

間宮芳生

交響曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（１）」

1958/05/25放送

不詳

外山雄三

林光

管弦楽のための変奏曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（１）」

1958/06/22放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「蝶々夫人」

1958/07/06放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

シュトラウス、リヒャルト

アルプス交響曲 作品64

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1958/07/13放送

不詳

森正

入野義朗

小管弦楽のための「シンフォニエッタ」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（２）」

1958/07/13放送

不詳

森正

武満徹

弦楽のためのレクイエム

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（２）」

1958/07/20放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

ヘンデル

合奏協奏曲 ト短調 作品6-6

武内智子、岩切博（ｖｌｎ）/藤本英雄
（ｖｌｃ）

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/07/20放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

園田高弘(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/08/31放送

不詳

森正

團伊玖磨

歌劇「夕鶴」

三宅春恵(つう)/木下保(与ひょう)/藤
ＮＨＫラジオ「歌劇の夕べ 現代日本の音
井典明(運ず)/秋元雅一朗(惣ど)/ビ
楽（３）」
クター児童合唱団(子供たち)

1958/10/19放送

不詳

岩城宏之

矢代秋雄

交響曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（５）」

1958/10/19放送

不詳

岩城宏之

別宮貞雄

管弦楽のための二つの祈り

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（５）」

1958/11/09放送

不詳

岩城宏之

別宮貞雄

万葉集による三つの歌

1958/11/09放送

不詳

岩城宏之

武満徹

管弦楽のためのソリテュード・ソノール

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1958/11/12
1958/11/12

NHKホール(旧)
NHKホール(旧)

フルネ、ジャン
フルネ、ジャン

ドビュッシー
ラヴェル

牧神の午後への前奏曲
「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

ＮＨＫラジオ「希望音楽会」公開収録
ＮＨＫラジオ「希望音楽会」公開収録

1958/11/16放送

不詳

岩城宏之

清水脩

インド旋律による四楽章：第1楽章

NHKラジオ「現代日本の音楽」

1958/11/22

NHKホール(旧)

フルネ、ジャン

ラヴェル

ドゥルシネア姫に心を寄せるドン・キホーテ

1958/11/22

NHKホール(旧)

フルネ、ジャン

ラヴェル

スペイン狂詩曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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」

1958/11/29

NHKホール(旧)

高田信一

金光威和雄

小交響曲

世界初演第27回音楽コンクール作曲部門

1958/11/29

NHKホール(旧)

高田信一

河田洋二

小交響曲

世界初演第27回音楽コンクール作曲部門

1958/11/29

NHKホール(旧)

高田信一

山内忠

室内管弦楽のための3楽章

世界初演第27回音楽コンクール作曲部門

1958/11/29

NHKホール(旧)

高田信一

岡田昌大

ピアノ、打楽器と弦楽合奏のための3楽章

世界初演第27回音楽コンクール作曲部門

1958/12/01放送

不詳

岩城宏之

松下眞一

ピアノと管弦楽のための交響的作品

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

1958/12/01放送

不詳

岩城宏之

金光威和雄

交響曲 第２番

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

1958/12/01放送

不詳

岩城宏之

兼田敏

管弦楽のための交響曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

1958/12/01放送

不詳

岩城宏之

鈴木匡

交響曲 第2番

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

戸田政子(sop.)/柴田睦陸(ten.)/川
崎静子(alt.)/宮原卓也(br.)

大橋国一(br.)/東京混声合唱団
(chor.)/二期会合唱団(chor.)

ジャンセン、ジャック(br.)

ＮＨＫラジオ「カサード特別演奏会」

ＮＨＫラジオ「歌劇の夕べ」

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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

1958/12/21放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

プッチーニ

歌劇「トゥーランドット」

1959/01/01放送

不詳

ロイブナー、ウィルヘルム

作曲者不詳（近衛秀麿）

越天楽

ＮＨＫラジオ「新春希望音楽会」

1959/01/21

NHKホール(旧)

ロイブナー、ウィルヘルム

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ロイブナー送別演奏会

1959/01/21

NHKホール(旧)

ロイブナー、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

モテット「踊れ 喜べ 幸いなる魂よ」K.165

ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ロイブナー送別演奏会

歌劇「オテロ」

デル・モナコ、マリオ(オテロ)/ゴッビ、
ティト(ヤーゴ)/プロッティ、アルド
(ヤーゴ)/カルーソー、マリアーノ(カッ
シオ)/デ・ユリス、ガブリエレ(ロデ
リーゴ)/クラバッシ、プリニオ(ロド
ヴィーコ)/岡村喬生(モンターノ)/オ
ネスティ、ジョルジョ(伝令)/トゥッチ、
ガブリエルラ(デズデモナ)/ディ・スタ
ジオ、アンナ(エミリア)/東京放送合
唱団(chor.)/二期会(chor.)/藤原歌
劇団合唱部(chor.)/東京少年少女合
唱隊(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
合唱指導：長谷川新一
美術：カミルロ・バルラヴィチーニ
(CamilloParravicini)
Ricordi版楽譜を使用

歌劇「ボエーム」

タリアヴィーニ、フェルッチョ(ロドル
フォ)/ヤイヤ、ジャンニ(ロドルフォ)/
コロンボ、シピオ(マルチェルロ)/ラ・
ポルタ、アルトゥーロ(ショナール)/立
川澄人(ショナール)/クラバッシ、プリ
ニオ(コルリーネ)/オネスティ、ジョル
ジョ(ブノア&アルチンドロ)/ヴェルチェ
ルリ、アンジェラ(ミミ)
/ノーニ、アルダ(ムゼッタ)/デ・ユリ
ス、ガブリエレ(パルピニョール)/宮
本正(パルピニョール)/東京放送合
唱団(chor.)/二期会(chor.)/藤原歌
劇団合唱部(chor.)/東京少年少女合
唱隊(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
合唱指導：長谷川新一
美術：ヴェニエロ・コラサンティ
(VenieroCorasanti)
Ricordi版楽譜を使用

歌劇「愛の妙薬」

ノーニ、アルダ(アディーナ)/タリア
ヴィーニ、フェルッチョ(ネモリーノ)/
ラ・ポルタ、アルトゥーロ(ベルコー
レ)/モンタルソロ、パオロ(ドゥルカ
マーラ)/キッサーリ、サンタ(ジャン
ネッタ)/東京放送合唱団(chor.)/二
期会(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
振付：島田広
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
バレエ：日本バレエ協会
美術：マリオ・ポンペイ(MarioPompei)
Ricordi版楽譜を使用

歌劇「椿姫」

トゥッチ、ガブリエルラ(ヴィオレッタ・
ヴァレリー)/ディ・スタジオ、アンナ(フ
ローラ・ベルヴォア)/ヤイヤ、ジャン
ニ(アルフレード・ジェルモン)/プロッ
ティ、アルド(ジョルジョ・ジェルモン)/
コロンボ、シピオ(ジョルジョ・ジェルモ
ン)/カルーソー、マリアーノ(ガストン
子爵)/ラ・ポルタ、アルトゥーロ(ドゥ
フォール男爵)/宮本昭太(ドゥフォー
ル男爵)/モンタルソロ、パオロ(オビ
ニー侯爵)/オネスティ・ジョルジョ(グ
ランヴィル)/キッサーリ、サンタ(アン
ニーナ)/東京放送合唱団(chor.)/二
期会(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
振付：島田広
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
バレエ：日本バレエ協会
美術：ヴェニエロ・コラサンティ
(VenieroCorasanti)/ジョン・ムール
(JohnMoores)
Ricordi版楽譜を使用

シミオナート、ジュリエッタ(カルメン)/
ジーリ、リナ(ミカエラ)/ヴェルチェル
リ、アンジェラ(ミカエラ)/キッサーリ、
サンタ(フラスキータ)/ディ・スタジオ、
アンナ(メルセデス)/デル・モナコ、
マリオ(ドン・ホセ)/コロンボ、シピオ
(エスカミーリョ)/プロッティ、アルド(エ
スカミーリョ)/ラ・ポルタ、アルトゥー
ロ(ダンカイロ
&モラーレス)/カルーソー、マリアーノ
(レメンダード)/モンタルソロ、パオロ
(スニーガ)/宮本昭太(br.)/東京放送
合唱団(chor.)/二期会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部(chor.)/東京少年少女
合唱隊(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリBrunoNofri
振付：島田広
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリArturoWolf-Ferrari
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
合唱指導：長谷川新一
バレエ：日本バレエ協会
美術：チェーザレ・マリア・クリスティーニ
CesareMariaCristini
Ricordi版楽譜を使用

1959/02/04,07

1959/02/05

1959/02/11

1959/02/17

東京宝塚劇場

東京宝塚劇場

東京宝塚劇場

東京宝塚劇場

エレーデ、アルベルト

ヴェルキ、ニーノ

エレーデ、アルベルト/ヴェ
ルキ、ニーノ

エレーデ、アルベルト

ヴェルディ

プッチーニ

ドニゼッティ

ヴェルディ

1959/02/19

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ビゼー

歌劇「カルメン」

1959/02/25

東京宝塚劇場

エレーデ、アルベルト

ロッシーニ

歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1959/02/25

東京宝塚劇場

エレーデ、アルベルト

ヴェルディ

歌劇「ドン・カルロ」：ロドリーゴの死「終わりの日
コロンボ、シピオ(br.)
は来た」

1959/02/25

東京宝塚劇場

エレーデ、アルベルト

プッチーニ

歌劇「トゥーランドット」：氷のような姫君の心も

ヴェルチェルリ、アンジェラ
(sop.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

エレーデ、アルベルト

ロッシーニ

歌劇「セビリアの理髪師」：陰口はそよ風のよう
に

モンタルソロ、パオロ(bs.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

エレーデ、アルベルト

ヴェルディ

歌劇「リゴレット」：女心の歌「風の中の羽のよう
に」

ヤイヤ、ジャンニ(ten.)

1959/02/25
1959/02/25
1959/02/25

東京宝塚劇場
東京宝塚劇場
東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ
ヴェルキ、ニーノ
ヴェルキ、ニーノ

プッチーニ
ロッシーニ
ヴェルディ

歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲
歌劇「セビリアの理髪師」：今の歌声は
歌劇「ドン・カルロ」：ひとり寂しく眠ろう

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

サン・サーンス

歌劇「サムソンとデリラ」：あなたの声に心は開く ディ・スタジオ、アンナ(mez.sop.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「アイーダ」：おお、わがふるさと

トゥッチ、ガブリエルラ(sop.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「リゴレット」：四重唱「いつかあなたに会っ
た時から」

キッサーリ、サンタ(sop.)/ディ・スタジ
オ、アンナ(mez.sop.)/ヤイヤ、ジャン
ニ(ten.)/プロッティ、アルド(br.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ロッシーニ

歌劇「セビリアの理髪師」：私は町のなんでも屋

プロッティ、アルド(br.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

プッチーニ

歌劇「ジャンニ・スキッキ」：私のお父さん

ノーニ、アルダ(sop.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ドニゼッティ

歌劇「ラ・ファヴォリータ」：いとしいフェルナンドよ

シミオナート、ジュリエッタ
(mez.sop.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

プッチーニ

歌劇「トスカ」：星はきらめき

タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

トスティ

理想の人

クラバッシ、プリニオ(bs.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ロッシーニ

歌劇「セビリアの理髪師」：私は町のなんでも屋

プロッティ、アルド(br.)

1959/02/25
1959/02/25

東京宝塚劇場
東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ
ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ
ベネチア民謡

ああ、この悲しみ
曲名不明

モンタルソロ、パオロ(bs.)
ノーニ、アルダ(sop.)

1959/02/25

東京宝塚劇場

ヴェルキ、ニーノ

ナポリ民謡

帰れソレントへ

タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1959/03/21

NHKホール(旧)

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1959/04/18

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

黛敏郎

涅槃交響曲

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

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

シュヒター、ウィルヘルム

バルトーク

ピアノ協奏曲 第2番

フォルデス、アンドール(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/04/20,22,23? 日比谷公会堂

#404

キッサーリ、サンタ(sop.)
クラバッシ、プリニオ(bs.)

1959/05/01

フェスティバルホー
ル

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1959/05/03

日比谷公会堂

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

交響詩「うぐいすの歌」

ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1959/05/03

日比谷公会堂

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

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

ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1959/05/03

日比谷公会堂

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

幻想曲「花火」 作品4

ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1959/05/03

日比谷公会堂

ストラヴィンスキー、イーゴ
リ

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

ストラヴィンスキー指揮特別演奏会

1959/06/14放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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

NHKホール(旧)
NHKホール(旧)
NHKホール(旧)

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

グルック
マーラー
シュトラウス、リヒャルト

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

1959/07/09,10

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

スメタナ

交響詩「モルダウ」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/07/09,10

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/07/09,10

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/08/07
1959/08/16

NHKホール(旧)
不詳

シュヒター、ウィルヘルム
シュヒター、ウィルヘルム

レスピーギ
ブラームス

交響詩「ローマの松」
交響曲 第4番 ホ短調 作品98：第3、4楽章

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1959/08/27

不詳

岩城宏之

シベリウス

組曲「カレリア」 作品11

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/08/27

不詳

岩城宏之

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」

1959/09/13

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

セレナード 第2番イ長調 作品16

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/09/13

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/10/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ラヴェル

組曲「マ・メール・ロア」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/10/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

ハンガリー舞曲：第1番 / 第2番
/ 第3番 / 第5番 / 第6番

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/10/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

リーバーマン、R.

ジャズバンドとオーケストラのための協奏曲

1959/10/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ストラヴィンスキー

ロシア風スケルツォ

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/10/24

NHKホール(旧)

高田信一

吉野一行

管弦楽のための3楽章

世界初演第28回音楽コンクール作曲部門
本選会

1959/10/24

NHKホール(旧)

高田信一

内藤靖治

ノクターンとオーバード

世界初演第28回音楽コンクール作曲部門
本選会

1959/10/24

NHKホール(旧)

高田信一

福井徹雄

管弦楽のための前奏曲とアレグロ

世界初演第28回音楽コンクール作曲部門
本選会

1959/10/24

NHKホール(旧)

高田信一

藤田幸雄

小交響曲

世界初演第28回音楽コンクール作曲部門
本選会

1959/11/28

都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ

ジョリヴェ

五つの儀式の舞曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1959/11/28

都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ

松平頼則

舞楽のための序曲と終曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1959/11/28

都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ

ジョリヴェ

デルフィ組曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1959/11/28

都市センター ホー
ル

ジョリヴェ、アンドレ

ジョリヴェ

ピアノ協奏曲「赤道」

中山悌一(br.)

原信夫とシャープス・アンド・フラッツ
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
(jazzband)

北川正（pf.）

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1960/01/24

杉並公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

マルタン

7つの管楽器と弦楽とティンパニのための協奏
曲

1960/01/24

杉並公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

ストラヴィンスキー

組曲 第2番/第1番

1960/02/14

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ワーグナー、リヒャルト

1960/02/14

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ワーグナー、リヒャルト

高橋安治(fl.)/川本守人(ob.)/三島勝
輔(cl.)/山畑馨(fg.)/千葉馨(hrn.)/金 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
石幸夫(trp.)/伊藤清(trb.)
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

1960/02/14

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：徒
弟達の踊り、親方たちの入場

1960/03/31

杉並公会堂

岩城宏之

黛敏郎

曼荼羅交響曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/04/20

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/05/08放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314

1960/05/08放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番

1960/05/28

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベルク

室内協奏曲

1960/06/08

杉並公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/06/08

杉並公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/14放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

シェーンベルク

5つの小品 作品16

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/14放送

不詳

岩城宏之

矢代秋雄

チェロ協奏曲

堤剛(vlc.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/14放送

不詳

岩城宏之

林光

チェロ協奏曲

堤剛(vlc.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/21放送

不詳

岩城宏之

外山雄三

管弦楽のためのラプソディー

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/21放送

不詳

岩城宏之

外山雄三

小交響曲：第2楽章

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/28放送

不詳

岩城宏之

作曲者不詳（近衛秀麿）

越天楽

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/28放送

不詳

岩城宏之

黛敏郎

越後獅子

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/09/01

ヴィギャン・ バーワ
ン

岩城宏之

黛敏郎

曼荼羅交響曲

ニューデリー

1960/09/01

ヴィギャン・ バーワ
ン

岩城宏之

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 堤剛(vlc.)

ニューデリー

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ニューデリー

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

モスクワ

「朳 (えんぶり)」オーケストラのための2つのタブ
ロー

モスクワ

1960/09/01
1960/09/04

ヴィギャン・ バーワ
ン
モスクワ音楽院

吉田雅夫(fl.)

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」
ＮＨＫラジオ「立体音楽堂」

海野義雄(vln.)/本荘玲子(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/09/04

モスクワ音楽院

外山雄三

間宮芳生

1960/09/04

モスクワ音楽院

岩城宏之

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 堤剛(vlc.)

モスクワ

1960/09/04

モスクワ音楽院

外山雄三

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

モスクワ

1960/09/09

Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之

黛敏郎

曼荼羅交響曲

アスコナ

1960/09/09

Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之

外山雄三

管弦楽のためのラプソディー

アスコナ

1960/09/09

Sala del Palazzo
Scolastico

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」

アスコナ

1960/09/09

Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之

グリーグ

ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

1960/09/13

ウィーン楽友協会

岩城宏之

外山雄三

管弦楽のためのラプソディー

1960/09/13

ウィーン楽友協会

岩城宏之

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1960/09/13

ウィーン楽友協会

岩城宏之

黛敏郎

越後獅子

1960/09/14

ウィーン楽友協会

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1960/09/14

ウィーン楽友協会

岩城宏之

外山雄三

管弦楽のためのラプソディー

1960/09/14

ウィーン楽友協会

岩城宏之

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

1960/09/15

ブラチスラヴァ・フィ
ルハーモニア

岩城宏之

黛敏郎

曼荼羅交響曲

1960/09/15

ブラチスラヴァ・フィ
ルハーモニア

岩城宏之

ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

岩城宏之

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

黛敏郎
矢代秋雄
シャベルスキ

曼荼羅交響曲
チェロ協奏曲
管弦楽のための3つのソネット

松浦豊明(pf.)

松浦豊明(pf.)

堤剛(vlc.)

1960/09/19
1960/09/19
1960/09/19

ブラチスラヴァ・フィ
ルハーモニア
フィルハーモニア
フィルハーモニア
フィルハーモニア

1960/09/19

フィルハーモニア

岩城宏之

間宮芳生

1960/09/19
1960/09/19

フィルハーモニア
フィルハーモニア

岩城宏之
岩城宏之

外山雄三
外山雄三

1960/09/22

ムジークハレ

岩城宏之

間宮芳生

1960/09/22
1960/09/22

ムジークハレ
ムジークハレ

岩城宏之
岩城宏之

リスト
チャイコフスキー

「朳 (えんぶり)」オーケストラのための2つのタブ
ロー
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
チェルカスキー、シューラ(pf.)
交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1960/09/26

Kongress- Saal
Deutsches
Museum

岩城宏之

黛敏郎

曼荼羅交響曲

1960/09/26

Kongress- Saal
Deutsches
Museum

岩城宏之

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

1960/09/15

アスコナ

堤剛(vlc.)

「朳 (えんぶり)」オーケストラのための2つのタブ
ロー
小交響曲：第2楽章
管弦楽のためのラプソディー

ワルシャワ
ワルシャワ
ワルシャワ
ワルシャワ
ワルシャワ
ワルシャワ
ハンブルク
ハンブルク
ハンブルク
ミュンヘン

園田高弘(pf.)

ミュンヘン

1960/09/26

Kongress- Saal
Deutsches
Museum

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ミュンヘン

1960/10/07

Auditorium Foro
Italiano

岩城宏之

黛敏郎

曼荼羅交響曲

ローマ

1960/10/07

Auditorium Foro
Italiano

岩城宏之

矢代秋雄

チェロ協奏曲

1960/10/07

Auditorium Foro
Italiano

岩城宏之

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ローマ

1960/10/08

Auditorium Foro
Italiano

外山雄三

作曲者不詳（近衛秀麿）

越天楽

ローマ

1960/10/08

Auditorium Foro
Italiano

外山雄三

高田三郎

山縣民謡による変奏曲とフーガ

ローマ

1960/10/08

Auditorium Foro
Italiano

外山雄三

グリーグ

ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

1960/10/08

Auditorium Foro
Italiano

外山雄三

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

ローマ

1960/10/18

Royal Festival Hall

シュヒター、ウィルヘルム

外山雄三

管弦楽のためのラプソディー

ロンドン

1960/10/18

Royal Festival Hall

シュヒター、ウィルヘルム

外山雄三

小交響曲：第2楽章

ロンドン

1960/10/18

Royal Festival Hall

シュヒター、ウィルヘルム

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1960/10/18

Royal Festival Hall

シュヒター、ウィルヘルム

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1960/10/19

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

シュヒター、ウィルヘルム

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1960/10/19

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

シュヒター、ウィルヘルム

外山雄三

管弦楽のためのラプソディー

ロンドン

1960/10/24

Salle Pleyel

クレツキ、パウル

ルーセル

組曲 ヘ長調 作品33

パリ

1960/10/24

Salle Pleyel

クレツキ、パウル

ウォルフ

ゲーテの詩による歌曲：たて琴 弾きの歌 (その
1)「孤独にふける者は」 / たて琴弾きの歌 (その フィッシャー・ディースカウ、ディートリ
パリ
2)「門ごとに忍び寄り」 / たて琴弾きの歌 (その ヒ(br.)
3)「涙とともにパンを味わわない者は」

1960/10/24

Salle Pleyel

クレツキ、パウル

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1960/10/24

Salle Pleyel

クレツキ、パウル

マーラー

さすらう若者の歌

1960/10/24
1960/10/25

Salle Pleyel
Salle Pleyel

クレツキ、パウル
岩城宏之

ベートーヴェン
ブラームス

交響曲 第5番 ハ短調 作品67
悲劇的序曲 作品81

1960/10/25

Salle Pleyel

岩城宏之

間宮芳生

1960/10/25
1960/10/25
1960/10/25
1960/11/10
1960/11/10
1960/11/10
1961/01/01
1961/01/01
1961/01/01

Salle Pleyel
Salle Pleyel
Salle Pleyel
NHKホール(旧)
NHKホール(旧)
NHKホール(旧)
文京公会堂
文京公会堂
文京公会堂

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
外山雄三
岩城宏之
シュヒター、ウィルヘルム
岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

ベートーヴェン
黛敏郎
ラヴェル
外山雄三
外山雄三
ワーグナー、リヒャルト
小山清茂
外山雄三
外山雄三

1961/01/08放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

1961/01/19
1961/02/01
1961/02/01

日比谷公会堂
文京公会堂
文京公会堂

#419

シュヒター、ウィルヘルム
岩城宏之
岩城宏之

シューマン、ローベルト
武満徹
渡辺浦人

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466
交響曲 第4番 ニ短調 作品120
弦楽のためのレクイエム
交響組曲「野人」

1961/02/15

日比谷公会堂

#420

シュヒター、ウィルヘルム

オルフ

カルミナ・ブラーナ

1961/02/24

不詳

岩城宏之

清水脩

交響曲 第3番

1961/02/24

不詳

外山雄三

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

1961/02/26放送

不詳

外山雄三

ヒンデミット

フィルハーモニー協奏曲

1961/03/26放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

シベリウス

交響曲 第6番 ニ短調 作品104

1961/05/21放送

日比谷公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

1961/05/21放送

日比谷公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

ラヴェル

組曲「クープランの墓」：前奏曲、メヌエット、リ
ゴードン

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1961/05/21放送

日比谷公会堂

シュヒター、ウィルヘルム

シューマン、ローベルト

序奏とアレグロ・アパッショナート作品92

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

堤剛(vlc.)

松浦豊明(pf.)

中村紘子(pf.)

ローマ

ローマ

ロンドン
ロンドン

中村紘子(pf.)

ユニンスキー、アレグザンダー
(pf.)

ロンドン

パリ

フィッシャー・ディースカウ、ディートリ
パリ
ヒ(br.)
パリ
パリ

「朳 (えんぶり)」オーケストラの ための2つのタブ
ロー
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
中村紘子(pf.)
曼荼羅交響曲
スペイン狂詩曲
小交響曲：第2楽章
管弦楽のためのラプソディー
歌劇「タンホイザー」：序曲
管弦楽のための木挽歌
管弦楽のためのラプソディー
小交響曲：第2楽章
バドゥラ・スコダ、パウル(pf.)

パリ
パリ
パリ
パリ

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1961/09/28,10/01 東京文化会館

1961/10/03

1961/10/11

1961/10/16

1961/10/21

東京文化会館

東京文化会館

東京文化会館

東京文化会館

カプアーナ、フランコ

バジーレ、アルトゥール/モ
レルリ、ジュゼッペ

バジーレ、アルトゥール

カプアーナ、フランコ/モレ
ルリ、ジュゼッペ

モレルリ、ジュゼッペ

ジョルダーノ

ヴェルディ

プッチーニ

ヴェルディ

マスカーニ

歌劇「アンドレア・シェニエ」

デル・モナコ、マリオ(アンドレア・シェ
ニエ)/テバルディ、レナータ(マッダ
レーナ)/グエルフィ、ジャン・ジャコモ
(カルロ・ジェラール)/プロッティ、アル
ド(カルロ・ジェラール)/ディ・スタジ
オ、アンナ(ベルシ&マデロン)
/ピーニ、アマリア(コアニー伯夫人)/
ラ・ポルタ、アルトゥーロ(ブレヴィル&
マテュー)/パリューカ、シルヴァーノ
(ルーシェ
&フーキエ)/ピリーノ、アントニオ(修
道僧&密偵)/オネスティ、ジョルジョ
(家令&デュマ&シュミット)/二期会
(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)/
東京コラリアーズ(chor.)

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
振付：ロイ・トバイアス/島田広
振付補佐：関口長世
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ラーリ
補助指揮：福永陽一郎/外山雄三
/若杉弘
バレエ：日本バレエ協会員
協演：三期会/大阪音楽大学学生
美術：チェーザレ・マリオ・クリス
ティーニ

歌劇「リゴレット」

ポッジ、ジャンニ(マントヴァ公爵)/プ
ロッティ、アルド(リゴレット)/ドラー
ツィ、アッティリオ(リゴレット)/トゥッ
チ、ガブリエルラ(ジルダ)/ワシント
ン、パオロ(スパラフチレ)/ディ・スタ
ジオ、アンナ(マッダレーナ)/ピーニ、
アマリア(ジョヴァンナ)/パリューカ、
シルヴァーノ(モンテローネ伯爵)/ラ・
ポルタ、アルトゥーロ(マルーロ)/チェ
ザリーニ、アトス(ボルサ)/オネス
ティ、ジョルジョ(チェプラーノ伯爵)/
松内和子(公爵夫人の小姓)/坂本博
士(衛兵)/二期会(chor.)/藤原歌劇団
合唱部(chor.)/東京コラリアーズ
(chor.)

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
振付：ロイ・トバイアス/島田広
振付補佐：関口長世
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ラーリ
補助指揮：福永陽一郎/外山雄三
/若杉弘
バレエ：日本バレエ協会員
協演：三期会
美術：チェーザレ・マリオ・クリスティーニ

歌劇「トスカ」

テバルディ、レナータ(トスカ)/
ポッジ、ジャンニ(カヴァラドッシ)
/ロ・フォレーゼ、アンジェロ(カヴァラ
ドッシ)/グエルフィ、ジャン・ジャコモ
(スカルピア男爵)/プロッティ、アルド
(スカルピア男爵)/パリューカ、シル
ヴァーノ(アンジェロッティ)/ラ・ポル
タ、アルトゥーロ(教会の番人&シャ
ローネ&看守)/オネスティ、ジョルジョ
(教会の番人&シャローネ&看守)/ピ
リーノ、アントニオ(スポレッタ)/栗本
尊子(羊飼いの少年)/東京放送合唱
団(chor.)/二期会(chor.)/藤原歌劇
団合唱部(chor.)/東京コラリアーズ
(chor.)

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
振付：ロイ・トバイアス/島田広
振付補佐：関口長世
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ラーリ
補助指揮：福永陽一郎/外山雄三
/若杉弘
協演：三期会
美術：チェーザレ・マリオ・クリスティーニ

歌劇「アイーダ」

トゥッチ、ガブリエルラ(アイーダ.)/エ
レディア、レナータ(アイーダ)/シミオ
ナート、ジュリエッタ(アムネリス)/デ
ル・モナコ、マリオ(ラダメス)/ロ・フォ
レーゼ、アンジェロ(ラダメス)/プロッ
ティ、アルド(アモナズロ)/グエル
フィ、ジャン・ジャコモ(アモナズロ)/ワ
シントン、パオロ(ランフィス)/パ
リューカ、シルヴァーノ(エジプト王)/
チェザリーニ、アトス(エジプト王の使
者)/川内澄江(sop.)/東京放送合唱
団(chor.)/二期会(chor.)/藤原歌劇
団合唱部(chor.)/東京コラリアーズ
(chor.)

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
振付：ロイ・トバイアス/島田広
振付補佐：関口長世
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ラーリ
補助指揮：福永陽一郎/外山雄三
/若杉弘
バレエ：日本バレエ協会員
プリマ・バレリーナ：貝谷八百子
協演：三期会
美術：チェーザレ・マリオ・クリスティーニ

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」

シミオナート、ジュリエッタ(サントゥッ
ツァ)/エレディア、レナータ(サントゥッ
ツァ)/ディ・スタジオ、アンナ(ローラ)/
ロ・フォレーゼ、アンジェロ(トゥリッ
ドゥ)/ドラーツィ、アッティリオ(アル
フィオ)/ピーニ、アマリア(ルチア)/東
京放送合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)/
東京コラリアーズ
(chor.)

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正演出：ブルーノ・ノフリ振
付：ロイ・トバイアス/島田広振付補佐：関
口長世プロンプター：アルトゥーロ・ヴォル
フ・フェラーリ補助指揮：福永陽一郎/外山
雄三
/若杉弘バレエ：日本バレエ協会員協演：
三期会美術：チェーザレ・マリオ・クリス
ティーニ

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
振付：ロイ・トバイアス/島田広
振付補佐：関口長世
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ラーリ
補助指揮：福永陽一郎/外山雄三
/若杉弘
バレエ：日本バレエ協会員
協演：三期会
美術：チェーザレ・マリオ・クリスティーニ

イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/10/21

東京文化会館

モレルリ、ジュゼッペ

レオンカヴァルロ

歌劇「道化師」

デル・モナコ、マリオ(カニオ)/ロ・フォ
レーゼ、アンジェロ(カニオ)/トゥッチ、
ガブリエルラ(ネッダ)/エレディア、レ
ナータ(ネッダ)/プロッティ、アルド(ト
ニオ)/ピリーノ、アントニオ(ペッペ)/
ドラーツィ、アッティリオ(シルヴィオ)/
二期会(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)/東京コラリアーズ(chor.)

1961/10/24

東京文化会館

モレルリ、 ジュゼッペ

ヴェルディ

歌劇「仮面舞踏会」：おまえこそ心を汚すもの

プロッティ、アルド(br.)

1961/10/24

東京文化会館

バジーレ、アルトゥーロ

ヴェルディ

歌劇「ドン・カルロ」：むごい運命よ

シミオナート、ジュリエッタ(mez-sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/10/24
1961/10/24

東京文化会館
東京文化会館

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、 ジュゼッペ

カプア
プッチーニ

オー・ソレ・ミオ
歌劇「トゥーランドット」：誰も寝てはならぬ

デル・モナコ、マリオ(ten.)
ロ・フォレーゼ、アンジェロ(ten.)

イタリア歌劇団 慈善演奏会
イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/10/24

東京文化会館

バジーレ、アルトゥーロ

ロッシーニ

1961/10/24

東京文化会館

バジーレ、アルトゥーロ

ロッシーニ

歌劇「セビリアの理髪師」：かげ口はそよ風のよ
ワシントン、パオロ(bs.)
うに
歌劇「ボエーム」：私の名はミミ
テバルディ、レナータ(sop.)

1961/11/01

フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

ヴェルディ

歌劇「ドン・カルロ」：むごい運命よ

シミオナート、ジュリエッタ(mez-sop.) イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/11/01

フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

プッチーニ

歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に

トゥッチ、ガブリエルラ(sop.)

イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/11/01

フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

ロッシーニ

歌劇「セビリアの理髪師」：私は町のなんでも屋

ドラーツィ、アッティリオ(br.)

イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/11/01

フェスティバルホー
ル

バジーレ、アルトゥーロ
モレルリ、ジュゼッペ

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：神よ、平和を与えたまえ

エレディア、レナータ(sop.)

イタリア歌劇団 慈善演奏会

1961/11/22,23,24

東京文化会館

シュヒター、ウィルヘルム

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1961/11/29放送

杉並公会堂

外山雄三

外山雄三

ピアノ協奏曲 第1番

賀集裕子(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1961/11/30

不詳

外山雄三

尾高尚忠

フルート協奏曲 作品30b

吉田雅夫(fl.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1961/11/30

不詳

外山雄三

武満徹

樹の曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1961/11/30

不詳

外山雄三

三善晃

交響三章

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1961/12/31放送

東京文化会館

シュヒター、ウィルヘルム

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1962/02/04放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

NHKラジオ「立体音楽堂」

1962/02/11放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1962/02/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1962/02/25放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

メシアン

異国の鳥たち

1962/03/11放送
（中止）

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

１９６２年３月１１日放送予定だったが中止

1962/03/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベルリオーズ

序曲「海賊」 作品21

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ガーシュウィン(グロフェ)

ラプソディ・イン・ブルー

本荘玲子(pf.)

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

松浦豊明(pf.)

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/18放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3

1962/03/19放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/19放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・フアン」 作品20

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/20放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/20放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

スメタナ

交響詩「モルダウ」

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/21放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

交響曲 第29番 イ長調 K.201

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/21放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/23放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/23放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/23放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ドビュッシー

映像：イベリア

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/23放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」：第2部

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/24放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/24放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートのライン
の旅

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/24放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ジーク フリートの葬送
行進曲

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/25放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/25放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

ブラームス

ハンガリー舞曲：第5番 / 第6番

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

1962/03/25放送

不詳

シュヒター、ウィルヘルム

スコットランド民謡

蛍の光

ＮＨＫラジオ「シュヒターＮ響連続演奏会」

#425

イタリア歌劇団 慈善演奏会
イタリア歌劇団 慈善演奏会

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

本荘玲子(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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

コラール前奏曲 BWV741 「ああ 神よ、天国から
ご覧ください」
交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1962/04/14

NHKホール (旧)

クルツ、エフレム

バッハ、J.S. (マクドナルド)

エフレム・クルツ特別演奏会

1962/04/14

NHKホール (旧)

クルツ、エフレム

ショスタコーヴィチ

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)

エフレム・クルツ特別演奏会

1962/05/05

NHKホール(旧)

クルツ、エフレム

シューマン、ローベルト
（マーラー）

1962/05/05

NHKホール(旧)

クルツ、エフレム

カバレフスキー

組曲「道化師」 作品26

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/05

NHKホール(旧)

クルツ、エフレム

チャイコフスキー

バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/15,16,17

東京文化会館

#431

クルツ、エフレム

モーツァルト、W.A.

フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

1962/05/15,16,17

東京文化会館

#431

クルツ、エフレム

ショスタコーヴィチ

交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1962/05/21

杉並公会堂

クルツ、エフレム

ロッシーニ

歌劇「ランスへの旅」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/21

杉並公会堂

クルツ、エフレム

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/21

杉並公会堂

クルツ、エフレム

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

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

シェーファー、エレーン(fl.)

1962/05/21

杉並公会堂

クルツ、エフレム

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/05/26

NHKホール(旧)

クルツ、エフレム

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)

1962/05/26

NHKホール(旧)

クルツ、エフレム

ハチャトゥリアン

バレエ組曲「ガイーヌ」第1番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/06/01

杉並公会堂

クルツ、エフレム

バッハ、J.S.

組曲 第2番 ロ短調 BWV1067

1962/06/01

杉並公会堂

クルツ、エフレム

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/06/07

東京厚生年金会館

クルツ、エフレム

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/06/07

東京厚生年金会館

クルツ、エフレム

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/06/12

杉並公会堂

小澤征爾

黛敏郎

交響詩「輪廻 (さむさーら)」

世界初演 NHKラジオ＆テレビコンサート
(公開収録)

1962/06/12

杉並公会堂

小澤征爾

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

1962/06/12

杉並公会堂

小澤征爾

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」

1962/06/20,21,22

東京文化会館

#432

小澤征爾

モーツァルト、W.A.

歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1962/06/20,21,22

東京文化会館

#432

小澤征爾

ストラヴィンスキー

祝賀前奏曲

1962/06/20,21,22

東京文化会館

#432

小澤征爾

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシカ」

1962/06/20,21,22

東京文化会館

#432

小澤征爾

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

1962/07/24

不詳

小澤征爾

メシアン

トゥランガリラ交響曲

1962/09/20,21,22

東京文化会館

#433

小澤征爾

武満徹

弦楽のためのレクイエム

1962/09/20,21,22

東京文化会館

#433

小澤征爾

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1962/09/20,21,22

東京文化会館

#433

小澤征爾

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」

1962/10/02

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」

1962/10/02

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1962/10/02

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

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

1962/10/02

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1962/10/02

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

マスカーニ

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲

1962/10/02

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

黛敏郎

交響詩「輪廻 (さむさーら)」

1962/10/03

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

シュトラウス、ヨハン(2世) &
ピチカート・ポルカ
シュトラウス、ヨーゼフ

1962/10/03

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシカ」

1962/10/03

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

武満徹

弦楽のためのレクイエム

1962/10/03

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

1962/10/03

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

ブラームス

ハンガリー舞曲：第5番

1962/10/03

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

マスカーニ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：タイボルトの死 / モンタ
ギュー家とキャピュレット家 / 踊り / 西インドの
どれい娘の踊り / ジュリエットの墓の前のロメオ

1962/10/03

City Hall（ホンコン）

小澤征爾

モーツァルト、W.A.

歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1962/11/04放送

不詳

森正

三善晃

ピアノ協奏曲

本荘玲子(pf.)

1962/11/05

日比谷公会堂

森正

鈴木匡

8つの管楽器と弦と打楽器のための協奏曲

金石幸夫(trp.)/木下利男(trb.)
/山畑馨(fg.)/坂口新(alt.sax.)/千葉
馨(hrn.)/高橋安治(fl.)/川本守人
(ob.)/三島勝輔(cl.)

1962/11/05

日比谷公会堂

森正

平吉毅州

管弦楽のためのコンポジション

世界初演

1962/11/05

日比谷公会堂

森正

山岸磨夫

管弦楽のためのアレグロ・カプリチオーゾとパッ
サカリア

世界初演

1962/11/16

東京文化会館

小澤征爾

ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

#434

シェーファー、エレーン(fl.)

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)
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
版不明

ロリオ、イヴォンヌ(pf.)/本荘玲 子
(Ondes Martenot)

監修：オリヴィエ・メシアン

グトニコフ、ボリス(vln.)

カサド、ガスパール(vlc.)

世界初演

1962/11/16

東京文化会館

1962/11/25放送

#434

小澤征爾

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

不詳

森正

別宮貞雄

立体音楽物語「大男の庭」

1963/01/09

NHKホール(旧)

フルネ、ジャン

ドビュッシー

交響詩「海」

1963/01/09

NHKホール(旧)

フルネ、ジャン

ラヴェル

ピアノ協奏曲 ト長調

1963/01/09

NHKホール(旧)

フルネ、ジャン

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」

1963/01/18
1963/01/18
1963/01/18

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

フルネ、ジャン
フルネ、ジャン
フルネ、ジャン

ラヴェル
サン・サーンス
フランク

スペイン狂詩曲
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61
交響曲 ニ短調

1963/01/23

杉並公会堂

フルネ、ジャン

シャブリエ

狂詩曲「スペイン」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/01/23

杉並公会堂

フルネ、ジャン

サン・サーンス

ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/01/23

杉並公会堂

フルネ、ジャン

ドビュッシー

夜想曲：雲 / 祭り

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/01/23

杉並公会堂

フルネ、ジャン

デュカス

交響詩｢魔法使いの弟子｣

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/01/29

武蔵野音楽大学
ベートーヴェンホー
ル

フルネ、ジャン

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/01/29

武蔵野音楽大学
ベートーヴェンホー
ル

フルネ、ジャン

フォーレ

レクイエム 作品48

1963/01/29

武蔵野音楽大学
ベートーヴェンホー
ル

フルネ、ジャン

ラヴェル

バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/02/05

東京厚生年金会館

岩城宏之

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

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/02/05

東京厚生年金会館

岩城宏之

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/02/05

東京厚生年金会館

岩城宏之

スメタナ

交響詩「モルダウ」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/02/05

東京厚生年金会館

岩城宏之

コダーイ

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」：間奏曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/02/15
1963/02/15
1963/02/15
1963/02/26
1963/02/26
1963/02/26
1963/02/26

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂

#436
#436
#436

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

ベートーヴェン
コダーイ
シベリウス
モーツァルト、W.A.
外山雄三
チャイコフスキー
ブラームス

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
交響曲 第2番 ニ長調 作品43
歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲
管弦楽のためのディヴェルティメント
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1963/03/13,14,15

東京文化会館

#437

外山雄三

三善晃

ピアノ協奏曲

1963/03/13,14,15

東京文化会館

#437

外山雄三

シュトラウス、リヒャルト

組曲「ばらの騎士」

1963/03/15
1963/03/15?

東京文化会館
東京文化会館

#437
#437

外山雄三
外山雄三

ショスタコーヴィチ
グリンカ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47
歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1963/03/24

不詳

外山雄三

チマローザ

カンタータ「宮廷楽士長」

1963/04/06

NHKホール(旧)

マルティノン、ジャン

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

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/04/06

NHKホール(旧)

マルティノン、ジャン

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/04/15

東京文化会館

#438

マルティノン、ジャン

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

1963/04/15

東京文化会館

#438

マルティノン、ジャン

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1963/04/15

東京文化会館

#438

マルティノン、ジャン

モーツァルト、W.A.

1963/04/15
1963/04/17
1963/04/25
1963/04/25
1963/04/25

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

#438
#438

マルティノン、ジャン
マルティノン、ジャン
マルティノン、ジャン
マルティノン、ジャン
マルティノン、ジャン

ラヴェル
ラヴェル
ヘンデル
ボッケリーニ
ブラームス

1963/05/03

東京文化会館

マルティノン、ジャン

チャイコフスキー

1963/05/03
1963/05/03?
1963/05/11

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

マルティノン、ジャン
マルティノン、ジャン
マルティノン、ジャン

ストラヴィンスキー
ドビュッシー
プロコフィエフ

1963/05/11

東京文化会館

マルティノン、ジャン

ルーセル

バレエ音楽「くもの宴会」 作品
17

1963/05/20

東京文化会館

#439

マルティノン、ジャン

マルタン

小協奏交響曲

1963/05/20

東京文化会館

#439

マルティノン、ジャン

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

1963/05/25

NHKホール(旧)

マルティノン、ジャン

ルーセル

交響曲 第3番 ト短調 作品42

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/05/25

NHKホール(旧)

マルティノン、ジャン

ラヴェル

組曲「マ・メール・ロア」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/05/25

NHKホール(旧)

マルティノン、ジャン

ラヴェル

ボレロ

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/06/08

NHKホール(旧)

ピッツィーニ、カルロ・アル
ベルト

ロッシーニ

歌劇「ブルスキーノ氏」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/06/08

NHKホール(旧)

ピッツィーニ、カルロ・アル
ベルト

レスピーギ

交響詩「ローマの噴水」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

#435
#435
#435

フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314
「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
合奏協奏曲 ト短調 作品6-6
チェロ協奏曲
交響曲 第4番 ホ短調 作品98

高橋悠治(オンド・マルトノ)/水島弘
(大男)/立岡光(語り手)/広村芳子(少
NHKラジオ「芸術祭参加」
年)/東京放送児童合唱団(chor,)/東
京混声合唱団(chor.)/劇団新鋭
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
安川加寿子(pf.)

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)

江藤俊哉(vln.)

古沢淑子(sop.)/モルナール、ヨーゼ
フ(br.)/島田麗子(org.)/東京混声合 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
唱団(chor.)

中村紘子(pf.)
本荘玲子(pf.)

1962年度第11回尾高賞受賞

ヒュッシュ、ゲルハルト(br.)

NHK歌劇の夕べ バレエ：服部・島田バレエ
団 / 谷桃 子バレエ団 / 関口長世 振付：
ロイ・トバイアス Roy Tobias

吉田雅夫(fl.)

平井丈一郎(vlc.)

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」
バレエ組曲「火の鳥」
牧神の午後への前奏曲
交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

マルティノン特別演奏会
マルティノン特別演奏会
マルティノン特別演奏会
マルティノン特別演奏会
マルティノン特別演奏会
マルティノン特別演奏会
マルティノン特別演奏会
マルティノン特別演奏会

山畑松枝(hrp.)/本荘玲子
(harpsi.)/井上二葉(pf.)

1963/06/08

NHKホール(旧)

ピッツィーニ、カルロ・アル
ベルト

ピッツィーニ

交響詩「ピエモンテにて」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/06/08

NHKホール(旧)

ピッツィーニ、カルロ・アル
ベルト

ピッツィーニ

弦楽のためのサラバンド

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/06/24

東京文化会館

#440

岩城宏之

バルトーク

1963/06/24
1963/07/07

東京文化会館
不詳

#440

岩城宏之
外山雄三

ブラームス
モーツァルト、W.A.

1963/07/07

不詳

外山雄三

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1963/08/23放送

ＮＨＫスタジオ

森正

バッハ、J.S.

組曲 第2番 ロ短調 BWV1067：ポロネーズ / メ
ヌエット / バディネリ

吉田雅夫(fl.)

ＮＨＫテレビ「音楽の歴史」

1963/08/25

不詳

Ｎ響弦楽四重奏団

モーツァルト、W.A.

弦楽四重奏曲 ハ長調 K.465
「不協和音」

ヒューブナー、ウィルヘルム(1st
vln.)/坂本玉明(2nd vln.)/奥邦夫
(vla.)/小野崎純(vlc.)

ＮＨＫラジオ「ラジオリサイタル」

1963/08/25

不詳

Ｎ響弦楽四重奏団

モーツァルト、W.A.

弦楽四重奏曲弦楽 ニ短調 D.810
「死と乙女」

ヒューブナー、ウィルヘルム(1st
vln.)/坂本玉明(2nd vln.)/奥邦夫
(vla.)/小野崎純(vlc.)

ＮＨＫラジオ「ラジオリサイタル」

1963/08/31
1963/08/31

東京文化会館
東京文化会館

ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー

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「クラップフェンの森で」 作品336
ワルツ「ウィーンかたぎ」 作品354

NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート

1963/08/31

東京文化会館

ボスコフスキー、ウィリー

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

NHKサマーコンサート

1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31

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
東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー

シュトラウス、ヨーゼフ
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(1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、ヨーゼフ
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「女心」 作品166
ポルカ「浮気心」 作品319
皇帝円舞曲 作品437
ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
ラデツキー行進曲 作品228
加速度ワルツ 作品234
ペルシャ行進曲 作品289
ワルツ「うわごと」 作品212
チック・タック・ポルカ 作品365
かじ屋のポルカ 作品269

NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート

1963/08/31

東京文化会館

ボスコフスキー、ウィリー

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

NHKサマーコンサート

1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31
1963/08/31

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー
ボスコフスキー、ウィリー

シュトラウス、エドゥアルド
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、ヨーゼフ

ポルカ「テープは切られた」 作品45
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ポルカ「狩り」 作品373
ワルツ「オーストリアの村つばめ」 作品164

NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート
NHKサマーコンサート

1963/09/02放送

NHKホール(旧)

ボスコフスキー、ウィリー

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1963年8月25日
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/09/02放送

NHKホール(旧)

ボスコフスキー、ウィリー

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1963年8月25日
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/09/02放送

NHKホール(旧)

ボスコフスキー、ウィリー

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1963年8月25日
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/09/10

東京文化会館

ボスコフスキー、ウィリー

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

1963/10/16

1963/10/23

1963/10/29

東京文化会館

東京文化会館

東京文化会館

#441

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

ロッシーニ

プッチーニ

27の2声および3声の合唱曲： 女声合唱と管弦
楽のための6つのハンガリア民謡
ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83
交響曲 第25番 ト短調 K.183

東京混声合唱団(chor.)
リヒター・ハーザー・ハンス(pf.)

歌劇「トロヴァトーレ」

バスティアニーニ、エットレ(ルーナ伯
爵)/プロッティ、アルド(ルーナ伯爵)/
ステルラ、アントニエッタ(レオノー
ラ)/パラーダ、クラウディア(レオノー
ラ)/シミオナート、ジュリエッタ(アズ
チェーナ)/ダニエーリ、ルチア(アズ
チェーナ)/デル・モナコ、マリオ(マン
リーコ)/アンナローロ、アントニオ(マ
ンリーコ)/マランゴーニ、ブルーノ
(フェランド)/ディ・スタジオ、アンナ(イ
ネス)/グッジャ、マリオ(ルイス)/オネ
スティ、ジョルジョ(年寄りのロマ)/ペ
ドローニ、アウグスト(伝令)/東京放
送合唱団(chor.)/二期会(chor.)/藤
原歌劇団合唱部(chor.)

LIRICAITALIANA1963
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
(CamilloParravicini)
合唱指揮：福永陽一郎
振付：友井唯起子
プロンプター：アルトゥーロ・ウォルフ・フェ
ラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
副指揮：外山雄三/三石精一/若杉宏/菊
池彦典
バレエ：友井唯起子/鈴木多起子(法村・友
井バレエ団)
協演：三期会

歌劇「セビリアの理髪師」

プロッティ、アルド(フィガロ)/シミオ
ナート、ジュリエッタ(ロジーナ)/サバ
トゥッチ、ロレンツォ(アルマヴィー
ヴァ伯爵)/ロッシ・レメーニ、ニコラ
(バジーリオ)/ラ・ポルタ、アルトゥー
ロ(バルトロ)/ディ・スタジオ、アンナ
(ベルタ)/オネスティ、ジョルジョ(フィ
オレルロ)/グッジャ、マリオ(軍曹)/久
米明(アンブロージョ)/有馬五郎(アン
ブロージョ)/桑山正一(公証人)/小林
恭(公証人)/二期会(chor.)/藤原歌劇
団合唱部(chor.)

LIRICAITALIANA1963
演出：ブルーノ・ノフリBrunoNofri
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
CamilloParravicini
合唱指揮：福永陽一郎
プロンプター：アルトゥーロ・ウォルフ・フェ
ラーリArturoWolf-Ferrari
副指揮：外山雄三、三石精一、若杉宏、菊
池彦典

歌劇「蝶々夫人」

シーゲレ、ミエッタ(蝶々夫人)/
モーリ、アンジェロ(ピンカートン)
/ディ・スタジオ、アンナ(スズキ)
/ドラーツィ、アッティリオ(シャープレ
ス)/グッジャ、マリオ(ゴロー)/リナウ
ド、マリオ(僧侶)/ラ・ポルタ、アル
トゥーロ(ヤマドリ)/オネスティ、ジョル
ジョ(神官)/栗本尊子(ケート・ピン
カー
トン)/二期会(chor.)/藤原歌劇団合
唱部(chor.)

LIRICAITALIANA1963
演出：青山圭男
美術：NHK
合唱指揮：福永陽一郎
振付：藤蔭静江
プロンプター：アルトゥーロ・ウォルフ・フェ
ラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
副指揮：外山雄三、三石精一、若杉弘、菊
池彦典
日本舞踊：藤蔭静江舞踊団

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

プッチーニ

歌劇「西部の娘」

ステルラ、アントニエッタ(ミニー)
/コルツァーニ、アンセルモ(ジャック・
ラーンス)/デル・モナコ、マリオ
(ディック・ジョンソン)/アンナローロ、
アントニオ(ディック・ジョンソン)/グッ
ジャ、マリオ(ニック)/マランゴーニ、
ブルーノ(アシュビー)/ラ・ポルタ、ア
ルトゥーロ(ソノーラ)/サーバ、アント
ニオ(トリン)/オネスティ、ジョルジョ
(シッド&ビリー・ジャックラビット&ホ
セ・カストロ)/スコッティ、マルコ(ベル
ロ)/ペドローニ、アウグスト(ハリー)/
チェザリーニ、アトス(ジョー)/マッ
ツォッタ、パオロ(ハピー)/リナウド、
マリオ(ラーケンズ)/ディ・スタジオ、
アンナ(ウォークル)/マランゴーニ、ブ
ルーノ(ジェーク・ウォーレス)/中村健
(郵便屋)/二期会(chor.)/藤原歌劇団
合唱部(chor.)

#442

ロイブナー、ウィルヘルム

モーツァルト、W.A.

2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365

デムス、イェルク(pf.)/バドゥラ・スコ
ダ、パウル(pf.)

#442

ロイブナー、ウィルヘルム

ベートーヴェン

歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

杉並公会堂

ロイブナー、ウィルヘルム

バッハ、J.S.

組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

ニューイヤーコンサート

1963/12/11

杉並公会堂

ロイブナー、ウィルヘルム

ブラームス

ワルツ「愛の歌」 作品52

ニューイヤーコンサート

1963/12/11

杉並公会堂

ロイブナー、ウィルヘルム

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

ニューイヤーコンサート

1963/12/19

都市センター ホー
ル

ロイブナー、ウィルヘルム

シュトラウス、リヒャルト

歌劇「ばらの騎士」 作品59：ワルツ

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/12/19

都市センター ホー
ル

ロイブナー、ウィルヘルム

シュトラウス、リヒャルト

楽劇「サロメ」 作品54：サロメの踊り

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/12/19

都市センター ホー
ル

ロイブナー、ウィルヘルム

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/12/25

東京文化会館

ロイブナー、ウィルヘルム

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)/
木村宏子(alt.)/布施隆治(ten.)
/中山悌一(br.)/国立音楽大学
(chor.)/東京放送合唱団(chor.)
石井昭彦(アイゼンシュタイン)/ベッ
シュ、ルティルデ(ロザリンデ)/平野
忠彦(フランク)/栗本尊子(オルロフ
スー公)/中村健(アルフレート)/立川
澄人(ファルケ)/吉岡巌(ブリント)/戸
田政子(アデーレ)/中村邦子(イー
ダ)/二期会(chor.)

1963/11/11

東京文化会館

1963/12/05

東京文化会館

1963/12/05?

東京文化会館

1963/12/11

1964/01/13

東京文化会館

1964/01/19

#443

LIRICAITALIANA1963
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
(CamilloParravicini)
合唱指揮：福永陽一郎
プロンプター：アルトゥーロ・ウォルフ・フェ
ラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
副指揮：外山雄三/三石精一/若杉弘/菊
池彦典
協演：三期会

ロイブナー、ウィルヘルム

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「こうもり」

NHKホール(旧)

ロイブナー、ウィルヘルム

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/01/19

NHKホール(旧)

ロイブナー、ウィルヘルム

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/01/19

NHKホール(旧)

ロイブナー、ウィルヘルム

シューベルト

ロザムンデ D.797：バレエ音楽

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/01/25

NHKホール(旧)

外山雄三

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/01/25

NHKホール(旧)

外山雄三

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/01/25

NHKホール(旧)

外山雄三

外山雄三

沖縄民謡によるラプソディー

世界初演NHKラジオ＆テレビコンサート(公
開収録)

1964/01/25

NHKホール(旧)

外山雄三

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/02/03
1964/02/03

東京文化会館
東京文化会館

#444
#444

岩城宏之
岩城宏之

ワーグナー、リヒャルト
マーラー

舞台神聖祭典劇「パルシファル」：前奏曲
交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1964/02/03?

東京文化会館

#444

岩城宏之

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

録音日は1964年2月3日となっているが、
同年10月の第450回定期公演の可能性あ
り

1964/02/03?

東京文化会館

#444

岩城宏之

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏

録音日は1964年2月3日となっているが、
同年3月13日の可能性あり

1964/02/08

NHKホール(旧)

岩城宏之

バルトーク

2台のピアノと打楽器のための協奏曲

1964/02/08

NHKホール(旧)

岩城宏之

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」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/02/08

NHKホール(旧)

岩城宏之

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/02/21

Thamasat
University

岩城宏之

タイ国王(石丸寛)

どこかにきっと

バンコク

1964/02/21

Thamasat
University

岩城宏之

タイ国王(石丸寛)

子もり歌

バンコク

1964/02/21

Thamasat
University

岩城宏之

タイ国王(石丸寛)

夜明け近く

バンコク

1964/02/21

Thamasat
University

岩城宏之

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」

バンコク

1964/02/21

Thamasat
University

岩城宏之

外山雄三

管弦楽のためのディヴェルティメント

バンコク

1964/02/21

Thamasat
University

岩城宏之

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

バンコク

1964/02/27

Town Hall

岩城宏之

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」

シドニー

1964/02/27
1964/02/27

Town Hall
Town Hall

岩城宏之
岩城宏之

外山雄三
シベリウス

管弦楽のためのディヴェルティメント
交響曲 第2番 ニ長調 作品43

シドニー
シドニー

1964/03/21

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

小林仁(pf.)/本荘玲子(pf.)/小林美隆
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
(perc.)/岡田知之(perc.)

1964/03/21

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/03/21

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

エネスコ

ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/03/30

産経ホール

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/03/30

産経ホール

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/03/30

産経ホール

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

コダーイ

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：序曲

1964/04/05

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1964/04/05

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

リムスキー・コルサコフ

スペイン奇想曲 作品34

1964/04/05

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

グラズノフ

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82

1964/04/05

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

シルヴェストリ

前奏曲とフーガ 作品17a 第2番
(トッカータ)

1964/04/11

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1964/04/11

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1964/04/11

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ショスタコーヴィチ

交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1964/04/11

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

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

1964/04/11

東京文化会館

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」 作品92

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

1964/04/21

東京文化会館

#446

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1964/04/21

東京文化会館

#446

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ブラームス

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1964/04/21

東京文化会館

#446

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1964/05/02

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/05/02

NHKホール(旧)

シルヴェストリ、コンスタン
ティン

アルヴェーン

スウェーデン狂詩曲 第1番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/05/09
1964/05/09
1964/05/09
1964/05/22
1964/05/22

日比谷公会堂
日比谷公会堂
日比谷公会堂
東京文化会館
不詳

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
アンセルメ、エルネスト
外山雄三

カバレフスキー
チャイコフスキー
リスト
ドビュッシー
外山雄三

「コラ・ブルニョン」組曲 作品24：序曲
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
交響詩「海」
管弦楽のための「序」

1964/05/22

東京文化会館

アンセルメ、エルネスト

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

1964/05/22

不詳

外山雄三

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」

1964/05/22

東京文化会館

アンセルメ、エルネスト

モーツァルト、W.A.

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1964/05/22

不詳

外山雄三

三善晃

ソプラノとオーケストラのための「決闘」

1964/05/30

東京文化会館

アンセルメ、エルネスト

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1964/05/30

東京文化会館

アンセルメ、エルネスト

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」 第1部 / 第2部：序奏 /
セギディーリャ/ 粉ひき女の踊り/ お代官様 /
粉ひき女 / ぶどう / ファンダンゴ

N響臨時演奏会

1964/05/30

東京文化会館

アンセルメ、エルネスト

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

N響臨時演奏会

1964/05/30

東京文化会館

アンセルメ、エルネスト

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

N響臨時演奏会

1964/06/08,09,10

東京文化会館

#448

アンセルメ、エルネスト

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1964/06/08,09,10

東京文化会館

#448

アンセルメ、エルネスト

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1964/07/04

NHKホール(旧)

岩城宏之

カバレフスキー

組曲「道化師」 作品26

1964/07/04

NHKホール(旧)

岩城宏之

チャイコフスキー

1964/08/07

杉並公会堂

外山雄三

尾高尚忠

1964/08/07

杉並公会堂

外山雄三

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」

1964/08/07

杉並公会堂

外山雄三

三善晃

ソプラノとオーケストラのための「決闘」

瀬山詠子(sop.)

1964/09/11
1964/09/11

東京文化会館
東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー
ルンプフ、アレクサンダー

ベルク
ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲
交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

豊田耕児(vln.)

1964/09/16

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

1964/09/16

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

バッハ、J.S.

組曲 第2番 ロ短調 BWV1067

1964/09/16

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1964/09/28

東京文化会館

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1964/09/28

東京文化会館

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

アリア「娘よ、お前と離れている間に」 K.513

1964/09/28

東京文化会館

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

1964/09/28
1964/09/28
1964/09/28
1964/09/28
1964/09/28

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

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

ヴェルディ
ヴェルディ
ムソルグスキー
ボロディン
ボロディン

1964/04/05

#447

#447

#447

#449
#449

シュヴァルベ、ミシェル(vln.)

録音日は1964年4月5日となっているが、
同年4月11日の公演の可能性あり

シフラ、ジョルジュ(pf.)
シフラ、ジョルジュ(pf.)

N響臨時演奏会
N響臨時演奏会
N響臨時演奏会
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

瀬山詠子(sop.)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
（作詞）萩原朔太郎
N響臨時演奏会

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」
フルート協奏曲 作品30b

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もう飛ぶまいぞ、
このちょうちょう
歌劇「運命の力」：序曲
歌劇「ドン・カルロ」：ひとり寂しく眠ろう
歌劇「ホヴァンシチナ」：序奏
歌劇「イーゴリ公」：夢もなく休息もない
歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

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

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
（作詞）萩原朔太郎

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
吉田雅夫(fl.)

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)

ロンドン、ジョージ(br.)
ロンドン、ジョージ(br.)
ロンドン、ジョージ(br.)
ロンドン、ジョージ(br.)

1964/09/28

東京文化会館

岩城宏之

ムソルグスキー

歌劇「ボリス・ゴドノフ」：ボリスの死「さようなら、
わが子よ―聞け、とむらいの鐘
がなる」

1964/10/10

東京文化会館

岩城宏之

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1964/10/10

東京文化会館

岩城宏之

黛敏郎

音楽の誕生

世界初演オリンピック東京大会記念・NHK
交響楽団特別演奏会

1964/10/10

東京文化会館

岩城宏之

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

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

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

1964/10/19

東京文化会館

岩城宏之

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」

1964/10/19?
1964/10/19?

スタジオ録音
スタジオ録音

岩城宏之
岩城宏之

武満徹
黛敏郎

弧 第2部：テクスチュアズ
音楽の誕生

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会
芸術祭参加作品
芸術祭参加作品

1964/10/23

東京文化会館

外山雄三

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1964/10/23

東京文化会館

外山雄三

三善晃

管弦楽のための協奏曲

世界初演オリンピック東京大会記念・NHK
交響楽団特別演奏会

1964/10/23

東京文化会館

外山雄三

外山雄三

管弦楽のためのディヴェルティメント ：第2楽章

世界初演オリンピック東京大会記念・NHK
交響楽団特別演奏会

1964/10/23

東京文化会館

外山雄三

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」：第2部

オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1964/11/10

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ドン・フアン」 作品20

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/10

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第7番 イ長調 作品92

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/10

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「オベロン」：序曲

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/15

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」

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「ローエングリン」：前奏曲 /
第3幕への序奏

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

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

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「リエンチ」：序曲

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/17?

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1964/11/17?

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、ヨハン(2世)
ング

ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

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

1964/11/17?

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

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

1964/11/29

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ドヴォルザーク
ング

交響曲 第8番 ト長調 作品88

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/29

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ストラヴィンスキー
ング

バレエ音楽「カルタ遊び」

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/11/29

東京文化会館
東京文化会館

#451

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
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

ウォルフガング・サヴァリッシュ・NHK交響
楽団特別演奏会

1964/12/09

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング
ルンプフ、アレクサンダー
ベートーヴェン

1964/12/10

東京文化会館

#451

ルンプフ、アレクサンダー

諸井誠

ヴァイオリンとオーケストラのための「協奏組曲」 江藤俊哉(vln.)

1963年度第12回尾高賞受賞

1964/12/10

東京文化会館

#451

ルンプフ、アレクサンダー

ヒンデミット

交響曲 「画家マチス」

1964/12/20放送

東京文化会館

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1964/12/20放送

東京文化会館

岩城宏之

外山雄三

ヴァイオリン協奏曲 第1番

1964/12/20放送

東京文化会館

岩城宏之

ブラームス

大学祝典序曲 作品80

1964/12/25

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

ヘラー

スウェーリンク変奏曲

1964/12/25

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1965/01/11
1965/01/11
1965/01/11
1965/01/17
1965/01/17
1965/01/22
1965/01/22
1965/01/22
1965/01/22
1965/01/22
1965/01/27

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館
日比谷公会堂
日比谷公会堂
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

デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール

カバレフスキー
イベール
シュミット、フロラン
ウェーバー
リムスキー・コルサコフ
ベルリオーズ
ドビュッシー
ラヴェル
ラヴェル
フランク
バッハ、J.S.

「コラ・ブルニョン」組曲 作品24：序曲
ディヴェルティメント
バレエ組曲「サロメの悲劇」 作品50
歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲
交響組曲「シェエラザード」 作品35
序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
夜想曲：雲 / 祭り
亡き王女のためのパヴァーヌ
道化師の朝の歌
交響曲 ニ短調
組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

#452
#452
#452

ロンドン、ジョージ(br.)

園田高弘(pf.)

海野義雄(vln.)

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

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

1965/01/27
1965/01/27
1965/01/27

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール
デルヴォー、ピエール

サン・サーンス
ドビュッシー
デュカス

ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103
交響詩「海」
交響詩｢魔法使いの弟子｣

1965/01/27

東京文化会館

デルヴォー、ピエール

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

1965/02/04,05,06

東京文化会館

#453

ルンプフ、アレクサンダー

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 協奏交響曲 変ロ長調 Hob.I-105

堀伝(vln.)/徳永健一郎(vlc.)/
丸山盛三(ob.)/山畑馨(fg.)

1965/02/04,05,06

東京文化会館

#453

ルンプフ、アレクサンダー

ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ロストロポーヴィチ、ムスティスラフ
(vlc.)

1965/02/15

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

岡村リエ(pf.)

1965/02/15

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

オネゲル

交響曲 第5番 「3つのレ」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/02/25

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/02/25?

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

ブラームス

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
同年3月2日録音の可能性あり

1965/03/02

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

スメタナ

交響詩「モルダウ」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/03/02

杉並公会堂

ルンプフ、アレクサンダー

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/03/16
1965/03/16
1965/03/16
1965/03/16
1965/03/16

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

ルンプフ、アレクサンダー
ルンプフ、アレクサンダー
ルンプフ、アレクサンダー
ルンプフ、アレクサンダー
ルンプフ、アレクサンダー

シベリウス
シベリウス
シベリウス
シベリウス
シベリウス

アンダンテ・フェスティヴォ
組曲「カレリア」 作品11
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
交響曲 第1番 ホ短調 作品39
交響詩「フィンランディア」 作品26

1965/03/28放送

東京文化会館

岩城宏之

三善晃

管弦楽のための協奏曲

1965/03/28放送

東京文化会館

岩城宏之

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

1965/03/28放送

東京文化会館

岩城宏之

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

1965/04/03

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1965/04/03

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

ラヴェル

ピアノ協奏曲 ト長調

1965/04/08放送

東京文化会館

岩城宏之

ブラームス

大学祝典序曲 作品80

録音日不明
第454回定期公演の可能性あり

1965/04/08放送

東京文化会館

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

録音日不明

1965/04/13
1965/04/13

東京文化会館
東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー
ルンプフ、アレクサンダー

モーツァルト、W.A.
ベートーヴェン

交響曲 第29番 イ長調 K.201
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

1965/04/22

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

バッハ、J.S.

組曲 第1番 ハ長調 BWV1066

1965/04/22

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

潮田益子(vln.)

1965/04/30

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

ブラームス

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

アラウ、クラウディオ(pf.)

1965/05/11

札幌市民会館

ルンプフ、アレクサンダー

モーツァルト、W.A.

1965/05/11

札幌市民会館

ルンプフ、アレクサンダー

チャイコフスキー

#455
#455

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

田中希代子(pf.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

江藤俊哉(vln.)

1964年度第13回尾高賞受賞
1964年度文部省「芸術祭賞」受賞
録音日不明
第454回定期公演の可能性あり
千葉馨(hrn.)

録音日不明
第454回定期公演の可能性あり
録音日不明

ベネデッティ・ミケランジェリ、アル
トゥーロ(pf.)

松浦豊明(pf.)
録音日は1965年4月22日となっているが、
別日の可能性あり
録音日は1965年4月22日となっているが、
別日の可能性あり
クラウディオ・アラウ／N響臨時演奏会
7
松浦豊明(pf.)

1965/05/19

宮城県民会館

ルンプフ、アレクサンダー

ワーグナー、リヒャルト

1965/05/19
1965/05/19

宮城県民会館
宮城県民会館

ルンプフ、アレクサンダー
ルンプフ、アレクサンダー

ブラームス
ブラームス

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作 品77
潮田益子(vln.)
ハンガリー舞曲：第6番 / 第5番

1965/05/31

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

リスト

ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

1965/05/31

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

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

1965/06/08

不詳

岩城宏之

武満徹

弧 第2部：テクスチュアズ

録音日は1965年6月8日となっているが、
別日の可能性あり

1965/06/08

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

ケンプ、ウィルヘルム

録音日は1965年6月8日となっているが、
同年6月3日の可能性あり

1965/06/08

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

モーツァルト、W.A.

歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

ケンプ、ウィルヘルム

録音日は1965年6月8日となっているが、
別日の可能性あり

1965/06/27

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

バッハ、J.S.

組曲 第1番 ハ長調 BWV1066

1965/06/28

東京文化会館

#457

ルンプフ、アレクサンダー

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・フアン」 作品20

録音日は1965年6月28日となっているが、
別日の可能性あり

1965/06/28

東京文化会館

#457

ルンプフ、アレクサンダー

バルトーク

オーケストラのための協奏曲

録音日は1965年6月28日となっているが、
別日の可能性あり

1965/07/10

NHKホール(旧)

岩城宏之

ロッシーニ

歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/07/10

NHKホール(旧)

岩城宏之

ヴォルフ･フェラーリ

歌劇「聖母の宝石」：間奏曲 第
1番 / 第2番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/07/10

NHKホール(旧)

岩城宏之

レスピーギ

リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/07/10

NHKホール(旧)

岩城宏之

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1965/07/22放送

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：序曲

録音日不明
同年4月2日の可能性あり

1965/07/22放送

東京文化会館

ルンプフ、アレクサンダー

スメタナ

1965/08/14
1965/08/14
1965/08/14
1965/08/14
1965/08/14
1965/08/14
1965/08/14

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

ダノン、オスカー
ダノン、オスカー
ダノン、オスカー
ダノン、オスカー
ダノン、オスカー
ダノン、オスカー
ダノン、オスカー

グリンカ
スメタナ
ボロディン
スメタナ
チャイコフスキー
プロコフィエフ
デフチッチ､ナトコ

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」
歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲
交響詩「ボヘミアの牧場と森から」
交響詩「中央アジアの草原で」
歌劇「売られた花嫁」：3つの舞曲
スラヴ行進曲 作品31
交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131
イストリア組曲：子守歌と舞曲

録音日不明
第455回定期公演の可能性あり
N響スラブ音楽の夕べ
N響スラブ音楽の夕べ
N響スラブ音楽の夕べ
N響スラブ音楽の夕べ
N響スラブ音楽の夕べ
N響スラブ音楽の夕べ
N響スラブ音楽の夕べ

ベネデッティ・ミケランジェリ、アル
トゥーロ(pf.)

録音日は1965年5月31日となっているが、
同年4月3日の可能性あり

1965/08/21
1965/08/21
1965/08/21
1965/08/21
1965/10/24
1965/10/24

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

ホルヴァット、ミラン
ホルヴァット、ミラン
ホルヴァット、ミラン
ホルヴァット、ミラン
若杉弘
若杉弘

チャイコフスキー
チャイコフスキー
ドヴォルザーク
リムスキー・コルサコフ
モーツァルト、W.A.
小倉朗

交響曲 第5番 ホ短調 作品64
バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：ワルツ
スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番
スペイン奇想曲 作品34
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

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

1965/10/29
1965/10/30

杉並公会堂
東京文化会館

外山雄三
外山雄三

外山雄三
林光

ヴァイオリン協奏曲
オーケストラのための変奏曲

1965/10/30

東京文化会館

外山雄三

林光

オーケストラの音楽

N響委嘱世界初演
第20回文部省芸術祭

1965/10/30
1965/10/30
1965/10/30

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

外山雄三
外山雄三
外山雄三

外山雄三
助川敏弥
間宮芳生

管弦楽のための閧
オーケストラのためのレゲンデ
オーケストラのための二つのタブロー '65

世界初演第20回文部省芸術祭
世界初演第20回文部省芸術祭
世界初演第20回文部省芸術祭

1965/11/03

神奈川県立音楽堂

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1965/11/06

東京厚生年金会館

岩城宏之

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」

1965/11/06

東京厚生年金会館

岩城宏之

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1965/11/06

東京厚生年金会館

岩城宏之

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1965/11/13

東京文化会館

#458 A 岩城宏之

バルトーク

ヴィオラ協奏曲

1965/11/13

東京文化会館

#458 A 岩城宏之

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

1965/11/20

東京文化会館

#459 B 岩城宏之

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

1965/11/20

東京文化会館

#459 B 岩城宏之

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1965/11/27

NHKホール(旧)

フルネ、ジャン

ベルリオーズ

1965/11/27
1965/11/27
1965/11/27

NHKホール(旧)
NHKホール(旧)
NHKホール(旧)

フルネ、ジャン
フルネ、ジャン
フルネ、ジャン

ドビュッシー
ドビュッシー
デュカス

歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲
映像：イベリア
牧神の午後への前奏曲
交響詩｢魔法使いの弟子｣

1965/12/02,03

東京文化会館

#460 A フルネ、ジャン

ラヴェル

チガーヌ

1965/12/02,03

東京文化会館

#460 A フルネ、ジャン

ドビュッシー

交響詩「海」

1965/12/10,11

東京文化会館

#461 B フルネ、ジャン

モーツァルト、W.A.

1965/12/16
1965/12/16

東京文化会館
東京文化会館

フルネ、ジャン
フルネ、ジャン

ドビュッシー
イベール

1965/12/25

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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」

1966/01/01放送

NHKホール(旧)

カイルベルト、ヨーゼフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

ＮＨＫラジオ「ニューイヤーコンサート」

1966/01/01放送

NHKホール(旧)

カイルベルト、ヨーゼフ

ドビュッシー(ビュセール)

小組曲

ＮＨＫラジオ「ニューイヤーコンサート」

1966/01/01放送

NHKホール(旧)

カイルベルト、ヨーゼフ

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

ＮＨＫラジオ「ニューイヤーコンサート」

1966/01/12,13

東京文化会館

#462 A カイルベルト、ヨーゼフ

グルック (ワーグナー)

歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

1966/01/12,13

東京文化会館

#462 A カイルベルト、ヨーゼフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1966/01/19

東京文化会館

#463 B カイルベルト、ヨーゼフ

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1966/01/19,20

東京文化会館

#463 B カイルベルト、ヨーゼフ

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

1966/01/24-1

愛知文化講堂

カイルベルト、ヨーゼフ

ブラームス

1966/01/24-1

愛知文化講堂

カイルベルト、ヨーゼフ

シュトラウス、リヒャルト

1966/01/24-1

愛知文化講堂

カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、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
歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏

1966/01/24-2

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

録音日は1966年1月24日となっているが、
1965年12月25～27日の可能性あり

1966/01/24-2

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

録音日は1965年5月31日となっているが、
第463回定期公演の可能性あり

1966/01/24-2

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

シュトラウス、リヒャルト

楽劇「サロメ」 作品54：サロメの踊り

録音日は1965年5月31日となっているが、
第463回定期公演の可能性あり

1966/02/02

東京文化会館

#464 A カイルベルト、ヨーゼフ

ブラームス

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1966/02/07

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

シューマン、ローベルト

交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1966/02/10

東京文化会館

#465 B カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1966/02/10

東京文化会館

#465 B カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1966/02/10

東京文化会館

#465 B カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：バッカナール/ 大行進曲
「歌の殿堂を たたえよう」

1966/02/10

東京文化会館

#465 B カイルベルト、ヨーゼフ

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

1966/02/10

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

録音日は1966年2月10日となっているが、
第464回定期公演の可能性あり

1966/02/14

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ヒンデミット

バレエ音楽「気高い幻想」

録音日は1966年2月14日となっているが、
第465回定期公演の可能性あり

クラリネット協奏曲 イ長調
K.622
夜想曲
寄港地

N響スラブ音楽の夕べ
N響スラブ音楽の夕べ
N響スラブ音楽の夕べ
N響スラブ音楽の夕べ

海野義雄(vln.)
第20回文部省芸術祭

宮沢明子(pf.)

コッホ、ウルリヒ(vla.)

海野義雄(vln.)/ヒューブナー、ニコラ
ウス(vlc.)

海野義雄(vln.)

ランスロ、ジャック(cl.)

伊藤京子(sop.)/栗本尊子(alt.)
/森敏孝(ten.)/大橋国一(br.)/東京
放送合唱団(chor.)/国立音楽大学
(chor.)

交響曲 第99番 変ホ長調
Hob.I-99
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

録音日は1966年2月7日となっているが、
第464回定期公演の可能性あり

合唱を第1、第2ヴァイオリン、ヴィオラ2部
で代奏

1966/02/14

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲

録音日は1966年2月14日となっているが、
第465回定期公演の可能性あり

1966/02/14

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

ワーグナー、リヒャルト

ジークフリートの牧歌

録音日は1966年2月14日となっているが、
第464回定期公演の可能性あり

1966/02/14

東京文化会館

カイルベルト、ヨーゼフ

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

録音日は1966年2月14日となっているが、
第465回定期公演の可能性あり

1966/02/22,23

東京文化会館

#466 A 外山雄三

バルトーク

弦楽のためのディヴェルティメント

1966/02/22,23

東京文化会館

#466 A 外山雄三

間宮芳生

オーケストラのための二つのタブロー '65

1965年度第14回尾高賞受賞
録音日は1966年3月1日となっているが、
同年2月16日の可能性あり

1966/03/01

東京文化会館

#467 B 外山雄三

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」

1966/03/01

東京文化会館

#467 B 外山雄三

プロコフィエフ

古典交響曲 ニ長調 作品25

1966/03/02

東京文化会館

#467 B 外山雄三

シュトラウス、リヒャルト

アルプス交響曲 作品64

1966/03/06
1966/03/19
1966/03/19

世田谷区民会館
東京文化会館
東京文化会館

外山雄三
岩城宏之
岩城宏之

外山雄三
モーツァルト、W.A.
三善晃

舞踊組曲「幽玄」
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
ヴァイオリン協奏曲

1966/03/19

東京文化会館

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第15番 変ロ長調
K.450

ヘブラー、イングリート(pf.)

1966/03/28

東京文化会館

#468 A 岩城宏之

カゼッラ

スカルラッティアーナ 作品44

本荘玲子(pf.)

1966/03/28

東京文化会館

#468 A 岩城宏之

スクリャービン

法悦の詩 作品54

本荘玲子(pf.)

1966/03/30,31
1966/03/30,31

世田谷区民会館
世田谷区民会館

岩城宏之
岩城宏之

ベートーヴェン
シューベルト

交響曲 第5番 ハ短調 作品67
交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

1966/04/04

東京文化会館

#469 B 岩城宏之

レスピーギ

交響詩「ローマの噴水」

1966/04/04,05

東京文化会館

#469 B 岩城宏之

プロコフィエフ

交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1966/04/05

東京文化会館

#469 B 岩城宏之

ダンディ

フランスの山人の歌による交響曲 作品25

1966/04/12

フェスティバルホー
ル

岩城宏之

バルトーク

弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1966/04/13

フェスティバルホー
ル

岩城宏之

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

1966/04/16放送

東京文化会館

岩城宏之

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

1966/04/16放送

東京文化会館

岩城宏之

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

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

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
1966/06/18
1966/06/18
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
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
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)
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨハン(1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(1世)

トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
喜歌劇「ジプシー男爵」：序曲
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ラデツキー行進曲 作品228
ポルカ「観光列車」 作品281
常動曲 作品257
ポルカ「狩り」 作品373
ラデツキー行進曲 作品228

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
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

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

1966/07/02放送

フェスティバルホー
ル

岩城宏之

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

岩城宏之

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

外山雄三
外山雄三
外山雄三
外山雄三

シューベルト
ショスタコーヴィチ
リムスキー・コルサコフ
シュトラウス、ヨハン(2世)

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107
交響組曲「シェエラザード」 作品35
アンネン・ポルカ 作品117

岩城宏之

メンデルスゾーン

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1966/07/09
1966/07/09
1966/07/09
1966/07/09

フェスティバルホー
ル
渋谷公会堂
渋谷公会堂
渋谷公会堂
渋谷公会堂

1966/07/23

NHKホール(旧)

1966/07/02放送

江藤俊哉(vln.)

安川加寿子(pf.)

田中希代子(pf.)
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
ヒューブナー、ニコラウス(vlc.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

スーク、ヨセフ(vln.)

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

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.)

堤剛(vlc.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

荒道子(alt.)/東京混声合唱団
(malechor.)/日本合唱協会
(malechor.)

1966/07/23

NHKホール(旧)

岩城宏之

ブラームス

アルト･ラプソディー 作品53

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/07/23

NHKホール(旧)

岩城宏之

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/07/23

NHKホール(旧)

岩城宏之

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/09/01

東京文化会館

#472 A 岩城宏之

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1966/09/01?

東京文化会館

#472 A 岩城宏之

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492： 序曲

1966/09/12,13

東京文化会館

#473 B 岩城宏之

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

1966/09/12,13

東京文化会館

#473 B 岩城宏之

ベルリオーズ

1966/09/13

東京文化会館

岩城宏之

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

1966/09/17放送

不詳

岩城宏之

外山雄三

幻想交響曲 作品14

舞踊組曲「幽玄」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/09/17放送

不詳

岩城宏之

シューマン、ローベルト

1966/09/18
1966/09/18
1966/09/18
1966/09/18

福島市公会堂
福島市公会堂
福島市公会堂
福島市公会堂

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

グリーグ
スメタナ
ベートーヴェン
ドヴォルザーク

交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
交響詩「モルダウ」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67
スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番

1966/09/10放送

不詳

岩城宏之

黛敏郎

BUGAKU (舞楽)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/09/10放送

不詳

岩城宏之

シューベルト

交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/10/09
1966/10/09
1966/10/09

福山市民会館
福山市民会館
福山市民会館

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

ベルリオーズ
ドヴォルザーク
スメタナ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
交響曲 第8番 ト長調 作品88
歌劇「売られた花嫁」：序曲

1966/10/16

松山市民会館

外山雄三

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1966/10/16

松山市民会館

外山雄三

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1966/10/22放送

東京文化会館

岩城宏之

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1966/11/08

東京文化会館

#474 A 森正

コレルリ

合奏協奏曲 ニ長調 作品6-1

1966/11/08

東京文化会館

#474 A 森正

モーツァルト、W.A.

レチタティーヴォとアリア「あわれなる者よ、ああ
ヘフリガー、エルンスト(ten.)
夢よ―あたり吹くそよ風の」 K.431

1966/11/08

東京文化会館

#474 A 森正

バッハ、J.S.

カンタータ 第55番 BWV55 「私はみじめな人間」 ヘフリガー、エルンスト(ten.)

1966/11/08

東京文化会館

#474 A 森正

ラフマニノフ

交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1966/11/22

東京文化会館

#475 B 森正

ブラームス

悲劇的序曲 作品81

1966/11/22

東京文化会館

#475 B 森正

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

1966/12/06

東京文化会館

#476 A ルッチ、ニコラ

ピツェッティ

「エディプス王」への3つの交響前奏曲

1966/12/06

東京文化会館

#476 A ルッチ、ニコラ

リスト

交響詩「レ・プレリュード」

1966/12/06

東京文化会館

#476 A ルッチ、ニコラ

サン・サーンス

交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1966/12/13

東京文化会館

#477 B ルッチ、ニコラ

ヴィヴァルディ

四季 作品8

堀伝(vln.)

1966/12/13

東京文化会館

#477 B ルッチ、ニコラ

フランク

交響的変奏曲

三浦みどり(pf.)

1966/12/13

東京文化会館

#477 B ルッチ、ニコラ

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

1966/12/21

不詳

森正

諸井誠

ピアノ協奏曲 第1番

1966/12/29

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

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」
小林仁(pf.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
田中千香士(vln.)/坂本玉明
(vln.)/小野崎純(vlc.)

デムス、イェルク(pf.)

小林仁(pf.)

伊藤京子(sop.)/荒道子(alt.)/森敏孝
(ten.)/大橋国一(br.)/東京混声合唱
団(chor.)/二期会(chor.)/日唱アカデ
合唱指揮：木下保
ミー(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)

1966/12/29

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1967/01/07放送

東京文化会館

岩城宏之

プロコフィエフ

交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1967/01/07放送

東京文化会館

岩城宏之

チャイコフスキー

バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：情景 (第1曲) /
白鳥の踊り / ハンガリーの踊り

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1967/01/13

東京文化会館

#478 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ショスタコーヴィチ

交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1967/01/13

東京文化会館

#478 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

1967/01/13

東京文化会館

#478 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1967/01/14放送

東京文化会館

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1967/01/19

東京文化会館

#479 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

ワーグナーの夕べ

1967/01/19

東京文化会館

#479 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲

ワーグナーの夕べ

1967/01/19

東京文化会館

#479 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：バッカナール

ワーグナーの夕べ

1967/01/19

東京文化会館

#479 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

ジークフリートの牧歌

ワーグナーの夕べ

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートのライン
の旅

ワーグナーの夕べ

1967/01/19

東京文化会館

岩城宏之

#479 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

海野義雄(vln.)

1967/01/19

東京文化会館

#479 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートの葬送
行進曲

ワーグナーの夕べ

1967/01/19

東京文化会館

#479 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：終結部

ワーグナーの夕べ

1967/01/28

不詳

マタチッチ、ロヴロ･フォン

モーツァルト、W.A.

ディヴェルティメント ニ長調
K.251

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/01/28

不詳

マタチッチ、ロヴロ･フォン

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

1967/01/28

不詳

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1967/02/09

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#480 A
シュトラウス、リヒャルト
ング

深沢亮子(pf.)

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)

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューベルト
ング

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1967/02/13

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「オベロン」：序曲

1967/02/15

フェスティバルホー
ル

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1967/02/22

東京文化会館

#481 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

1967/02/23

東京文化会館

#481 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

交響詩「ドン・フアン」 作品20

1967/02/23

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#481 B
ブラームス
ング

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1967/03/02

東京文化会館

#482 A 外山雄三

ストラヴィンスキー

3楽章の交響曲

1967/03/02

東京文化会館

#482 A 外山雄三

黛敏郎

BUGAKU (舞楽)

1967/03/02

東京文化会館

#482 A 外山雄三

シベリウス

交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1967/03/07,08

東京文化会館

#483 B 外山雄三

間宮芳生

オーケストラのための二つのタブロー '65

1967/03/08

東京文化会館

#483 B 外山雄三

マーラー

交響曲 第5番 嬰ハ短調

1967/03/18
1967/03/18

東京文化会館
東京文化会館

岩城宏之
岩城宏之

モーツァルト、W.A.
ブラームス

歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

1967/03/18

東京文化会館

岩城宏之

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1967/03/18

東京文化会館

岩城宏之

ドヴォルザーク

スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番

第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

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

第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

グルダ、フリードリヒ(pf.)

1966年度第15回尾高賞受賞

海野義雄(vln.)

第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」
第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1967/03/18

東京文化会館

岩城宏之

1967/04/26

東京文化会館

#484 A 近衛秀麿

バッハ、J.S.

組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

1967/04/26

東京文化会館

#484 A 近衛秀麿

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1967/04/26

東京文化会館

#484 A 近衛秀麿

レーガー

祖国への序曲 作品140

1967/05/03

東京文化会館

#485 B 近衛秀麿

バルトーク

ヴァイオリン協奏曲 第2番

1967/05/03

東京文化会館

#485 B 近衛秀麿

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1967/05/10

東京文化会館

#486 A フレッチャ、マッシモ

ヴォーン・ウィリアムズ

タリスの主題による幻想曲

1967/05/10,11

東京文化会館

#486 A フレッチャ、マッシモ

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1967/05/11

東京文化会館

#486 A フレッチャ、マッシモ

レスピーギ

交響詩「ローマの祭り」

1967/05/20

NHKホール(旧)

フレッチャ、マッシモ

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/05/20

NHKホール(旧)

フレッチャ、マッシモ

ドビュッシー

交響詩「海」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/05/20

NHKホール(旧)

フレッチャ、マッシモ

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/05/27

東京文化会館

#487 B フレッチャ、マッシモ

ロッシーニ

歌劇「シンデレラ」：序曲

1967/05/27

東京文化会館

#487 B フレッチャ、マッシモ

フランク

交響曲 ニ短調

1967/05/27

東京文化会館

#487 B フレッチャ、マッシモ

レスピーギ

交響詩「ローマの噴水」

1967/05/27

東京文化会館

#487 B フレッチャ、マッシモ

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1967/06/03

東京文化会館

#488 A 岩城宏之

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

1967/06/03

東京文化会館

#488 A 岩城宏之

オネゲル

交響曲 第3番 「礼拝」

1967/06/09

東京文化会館

#489 B 岩城宏之

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1967/06/10

東京文化会館

#489 B 岩城宏之

コダーイ

ガランタ舞曲

1967/06/10

東京文化会館

#489 B 岩城宏之

ブロムダール

バレエ組曲「シジフォス」

1967/06/10?

東京文化会館

#489 B 岩城宏之

エネスコ

ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

1967/06/15,16

厚生年金会館

岩城宏之

チャイコフスキー

1967/06/18

小倉市民会館

岩城宏之

カバレフスキー

1967/06/18

小倉市民会館

岩城宏之

チャイコフスキー

1967/06/18

小倉市民会館

岩城宏之

ドヴォルザーク

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」
「コラ・ブルニョン」組曲 作品24：序曲
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」
スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番

大野亮子(pf.)

潮田益子(vln.)

レコーディング？

1967/06/18

小倉市民会館

岩城宏之

ベルリオーズ

1967/07/02
1967/07/02
1967/07/02

岐阜市民会館
岐阜市民会館
岐阜市民会館

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

ロッシーニ
ベートーヴェン
ヘンデル

劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲
歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲
交響曲 第7番 イ長調 作品92
組曲「水の上の音楽」

1967/07/08

不詳

岩城宏之

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

1967/07/08

不詳

岩城宏之

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

中村紘子(pf.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/07/08

不詳

岩城宏之

ブルッフ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

海野義雄(vln.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/07/08

不詳

岩城宏之

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)

1967/07/08

不詳

岩城宏之

ドヴォルザーク

スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/07/08

不詳

岩城宏之

ドヴォルザーク

スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/08/13放送

東京文化会館

外山雄三

柴田南雄

シンフォニア

1967/09/30
1967/09/30

東京文化会館
東京文化会館

外山雄三
外山雄三

チャイコフスキー
バルトーク

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ピアノ協奏曲 第2番

1967/10/11

東京文化会館

#490 A 朝比奈隆

チャイコフスキー

幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」 作品32

1967/10/11

東京文化会館

#490 A 朝比奈隆

グリエール

ハープ協奏曲 変ホ長調 作品
74

1967/10/17

東京文化会館

#491 B 朝比奈隆

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

1967/10/17

東京文化会館

#491 B 朝比奈隆

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1967/10/17

東京文化会館

#491 B 朝比奈隆

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1967/10/24

東京文化会館

外山雄三

モーツァルト、W.A.

ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ ホ長
調 K.261

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
アンダ、ゲザ(pf.)
アンダ、ゲザ(pf.)

ゲザ・アンダピアノ演奏会
ゲザ・アンダピアノ演奏会

ドゥロワ、ヴェラ(hrp.)

スターン，アイザック(vln.)

アイザック・スターンバイオリン演奏会

スターン，アイザック(vln.)

アイザック・スターンバイオリン演奏会

スターン，アイザック(vln.)
スターン，アイザック(vln.)

アイザック・スターンバイオリン演奏会
アイザック・スターンバイオリン演奏会

1967/10/24

東京文化会館

外山雄三

モーツァルト、W.A.

1967/10/24
1967/10/24

東京文化会館
東京文化会館

外山雄三
外山雄三

バルトーク
ブラームス

ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド ハ長調
K.373
ラプソディ 第1番
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

1967/11/15

東京文化会館

#492 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

シュトラウス、リヒャルト

変容

1967/11/15

東京文化会館

#492 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

シュトラウス、リヒャルト

4つの最後の歌

1967/11/22

東京文化会館

#493 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

モーツァルト、W.A.

交響曲 第25番 ト短調 K.183

1967/11/22

東京文化会館

#493 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ブルックナー

交響曲 第5番 変ロ長調 (ハース版)

1967/11/25

新潟県民会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1967/11/25

新潟県民会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

12のメヌエットWoO.7：第1番 / 第2番 / 第4番 /
第5番 / 第7番 / 第8番 / 第10番 / 第11番 / 第
12番

1967/11/25

新潟県民会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1967/11/25

新潟県民会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

1967/11/29
1967/11/29

東京文化会館
東京文化会館

森正
森正

武満徹
諸井誠

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲
弧 第2部：テクスチュアズ
ピアノ協奏曲
小林仁(pf.)

1967/11/29

東京文化会館

森正

矢代秋雄

ピアノ協奏曲

1967/11/29

東京文化会館

森正

黛敏郎

呪 (しゅ)

加藤綾子(sop.)

中村紘子(pf.)

現代日本の作品の夕べ
現代日本の作品の夕べ
N響委嘱演奏会初演
現代日本の作品の夕べ
世界初演
現代日本の作品の夕べ

1967/12/05

東京文化会館

#494 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

モンテヴェルディ

聖母のための夕べの祈り

片野坂栄子(sop.)/中村邦子(sop.)/
戸田敏子(alt.)/藤沼明彦(ten.)/中村
健(ten.)/大橋国一(br.)/高橋修一
モンテヴェルディ生誕400年記念
(bs.)/東京混声合唱団(chor.)/二期
会(chor.)/日本合唱協会(chor.)/東
京少年少女合唱隊(chor.)

1967/12/13

東京文化会館

#495 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

バッハ、J.S.

クリスマス・オラトリオ BWV248

伊藤京子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/藤
沼明彦(ten.)/大橋国一(br.)/東京混
合唱指揮：小林道夫
声合唱団(chor.)/二期会(chor.)/日
本合唱協会(chor.)

1967/12/19

東京文化会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ヘンデル

オラトリオ「メサイア」

片野坂栄子(sop.) / 木村宏子 (alt.)
/ 鈴木寛一(ten.) / 大橋国 一(br.) / 合唱指揮：小林道夫
国立音楽大学(chor.)

1967/12/26

東京文化会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

大フーガ 変ロ長調 作品133

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

#496 A ディクソン、ディーン

プロコフィエフ

組曲「キージェ中尉」 作品60

東京文化会館

#496 A ディクソン、ディーン

サン・サーンス

ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 作品44

1968/01/23

東京文化会館

#497 B ディクソン、ディーン

シュトラウス、リヒャルト

家庭交響曲 作品53

1968/01/31

東京文化会館

#498 A ディクソン、ディーン

マルティヌー

2つのオーケストラのための協奏交響曲

1968/01/31

東京文化会館

#498 A ディクソン、ディーン

シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

1968/01/31

東京文化会館

#498 A ディクソン、ディーン

ブルックナー

交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ハース版)

1967/12/26

東京文化会館

1968/01/16

東京文化会館

1968/01/16

マタチッチ、ロヴロ･フォン

伊藤京子(sop.)/木村宏子(alt.)
/五十嵐喜芳(ten.)/大橋国一
(br.)
/東京混声合唱団(chor.)/二期会合
合唱指揮：木下保
唱団(chor.)/日本合唱協会(chor.)/
藤原歌劇団合唱部(chor.)/東京放送
合唱団
(chor.)

田中希代子(pf.)

豊田耕児(vln.)

1968/02/07

東京文化会館

#499 B ディクソン、ディーン

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1968/02/07

東京文化会館

#499 B ディクソン、ディーン

ショスタコーヴィチ

交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1968/02/10

NHKホール(旧)

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1968/02/10

NHKホール(旧)

岩城宏之

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

1968/02/10

NHKホール(旧)

岩城宏之

ラヴェル

ボレロ

1968/02/20

東京文化会館

岩城宏之

バッハ、J.S.

ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

1968/02/20

東京文化会館

岩城宏之

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1968/02/24

NHKホール(旧)

岩城宏之

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/02/24

NHKホール(旧)

岩城宏之

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/02/24

NHKホール(旧)

岩城宏之

ブラームス

ハンガリー舞曲：第6番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/03/06

東京文化会館

#500 A 岩城宏之

バルトーク

弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1968/03/06

東京文化会館

#500 A 岩城宏之

矢代秋雄

ピアノ協奏曲

1968/03/06

東京文化会館

#500 A 岩城宏之

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシカ」

1968/03/07

東京厚生年金会館

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1968/03/17
1968/03/17
1968/03/17

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

カバレフスキー
サン・サーンス
グリンカ

組曲「道化師」 作品26
組曲「動物の謝肉祭」
歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1968/03/19,21

東京厚生年金会館

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

レコーディング？

1968/03/23放送

東京文化会館

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

NHKラジオ「ＮＨＫ音楽祭 N響の夕べから」

1968/03/23放送

東京文化会館

岩城宏之

カバレフスキー

組曲「道化師」 作品26：プロローグ / ギャロップ
/ ガヴォット / スケルツォ / エピローグ

NHKラジオ「ＮＨＫ音楽祭 N響の夕べから」

1968/03/29

東京文化会館

#501 B 岩城宏之

シェーンベルク

清められた夜 作品4

1968/03/29

東京文化会館

#501 B 岩城宏之

黛敏郎

BUGAKU (舞楽)

1968/03/29

東京文化会館

#501 B 岩城宏之

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

1968/04/06

NHKホール(旧)

森正

グルック (ワーグナー)

歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

1968/04/06

NHKホール(旧)

森正

モーツァルト、W.A.

クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

フックス、フリードリヒ(cl.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1968/04/06

NHKホール(旧)

森正

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

井内澄子(pf.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1968/04/06

NHKホール(旧)

森正

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：3つの舞曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1968/04/06

NHKホール(旧)

森正

モーツァルト、W.A.

歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

1968/04/09

東京厚生年金会館

岩城宏之

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」：第2部

民音4月公演

1968/04/09

東京厚生年金会館

岩城宏之

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

民音4月公演

1968/04/09

東京厚生年金会館

岩城宏之

グリーグ

ノルウェー舞曲 作品35：第2番

民音4月公演

1968/04/30

東京文化会館

#502 A カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 作品62

1968/05/01

東京文化会館

#502 A カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1968/05/01

東京文化会館

#502 A カイルベルト、ヨーゼフ

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調 (ハース版)

1968/05/08

東京文化会館

#503 B カイルベルト、ヨーゼフ

ヘンデル

合奏協奏曲 変ロ長調 作品3-2

1968/05/08

東京文化会館

#503 B カイルベルト、ヨーゼフ

ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1968/05/08

東京文化会館

#503 B カイルベルト、ヨーゼフ

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1968/05/14

東京文化会館

#504 A カイルベルト、ヨーゼフ

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」

1968/05/14

東京文化会館

#504 A カイルベルト、ヨーゼフ

ヒンデミット

フィルハーモニー協奏曲

1968/05/14

東京文化会館

#504 A カイルベルト、ヨーゼフ

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1968/05/21

東京文化会館

#505 B カイルベルト、ヨーゼフ

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)

1968/05/22

東京文化会館

#505 B カイルベルト、ヨーゼフ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1968/05/29

東京文化会館

#506 A 外山雄三

マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1968/06/05

東京文化会館

#507 B 外山雄三

ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

1968/06/06

東京文化会館

#507 B 外山雄三

ラフマニノフ

交響的舞曲 作品45

1968/07/01

小樽市民会館

岩城宏之

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1968/07/01

小樽市民会館

岩城宏之

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1968/07/01

小樽市民会館

岩城宏之

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

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
コンタルスキー、アルフォンス(pf.)/コ
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
ンタルスキー、アロイス(pf.)/
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

中村紘子(pf.)

レコーディング？
神西敦子(pf.)/本荘玲子(pf.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)

堤剛(vlc.)

1968/07/20

不詳

岩城宏之

チャイコフスキー

バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20 (抜粋)

1968/07/23

不詳

岩城宏之

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

1968/07/23

不詳

岩城宏之

ヘンデル

組曲「水の上の音楽」

1968/07/29

東京文化会館

外山雄三

ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」 作品92

1968/08/17

不詳

森正

ロッシーニ

歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/08/17

不詳

森正

マスカーニ

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/08/17

不詳

森正

レオンカヴァルロ

歌劇「道化師」：間奏曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/08/17

不詳

森正

ロッシーニ

歌劇「ウィリアム・テル」 (抜粋)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/08/17

不詳

森正

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：第3幕への前奏曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/08/17

不詳

森正

プッチーニ

歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/08/17

不詳

森正

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/09/06

東京文化会館

#508 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ブルックナー

テ・デウム

1968/09/06

東京文化会館

#508 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ブルックナー

交響曲 第9番 ニ短調

1968/09/13

東京文化会館

#509 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

スメタナ

交響詩「わが祖国」

1968/09/14,15

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

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

レコーディング？

1968/09/14,15

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

レコーディング？

1968/09/14,15

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

レコーディング？

1968/09/14,15

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲 / 第3幕への序
奏

レコーディング？

1968/09/14,15

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

ジークフリートの牧歌

レコーディング？

1968/09/19

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1968/09/24

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

1968/09/24

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1968/09/28

不詳

森正

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1968/09/28

不詳

森正

パガニーニ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6

1968/09/28

不詳

森正

ベルリオーズ

劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：3つの小
品

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

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)

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

若杉弘

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
小林仁(pf.)

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)

片野坂栄子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/
五十嵐喜芳(ten.)/高橋修一(bs.)/国 全集版を使用
立音楽大学(chor.)

霧生トシ子(pf.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
リッチ、ルッジェーロ(vln.)

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

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
1968/10/19
1968/10/19
1968/10/19
1968/10/19
1968/10/19

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

スッペ
ツィーラー
シュトラウス、ヨハン(2世)
ランナー
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「軽騎兵」：序曲
扇のポロネーズ 作品525
ワルツ「春の声」 作品410
ワルツ「シェーンブルンの人々」 作品200
喜歌劇「ジプシー男爵」：入場行進曲
ワルツ「わたしの恋人」 作品418

臨時公演「美しきウィーン」
臨時公演「美しきウィーン」
臨時公演「美しきウィーン」
臨時公演「美しきウィーン」
臨時公演「美しきウィーン」
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
1968/10/19
1968/10/19

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

レハール
シュトラウス、ヨハン(2世)
シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「金と銀」
エジプト行進曲 作品335
ワルツ「親しい仲」 作品367

臨時公演「美しきウィーン」
臨時公演「美しきウィーン」
臨時公演「美しきウィーン」

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

1968/11/12

東京厚生年金会館

外山雄三

外山雄三

万華鏡

1968/11/12

東京厚生年金会館

外山雄三

外山雄三

ヴァイオリン協奏曲 第1番

海野義雄(vln.)

現代日本の作品の夕べ―ヴァイオ リン協
奏曲―

1968/11/12

東京厚生年金会館

外山雄三

間宮芳生

ヴァイオリン協奏曲 第1番

黒沼ユリ子(vln.)

現代日本の作品の夕べ―ヴァイオ リン協
奏曲―

1968/11/12

東京厚生年金会館

外山雄三

三善晃

ヴァイオリン協奏曲

江藤俊哉(vln.)

現代日本の作品の夕べ―ヴァイオ リン協
奏曲―

世界初演 現代日本の作品の夕べ―ヴァ
イオ リン協奏曲―

1968/11/17

不詳

森正

チャイコフスキー

バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/11/23

不詳

森正

オーベール

歌劇「ポルティチの物いわぬ娘」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/11/23

不詳

森正

ビゼー(ホフマン)

「カルメン」組曲 (抜粋)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/11/30

不詳

森正

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「Ｎ響ニューイヤーコンサート」

1968/11/30

不詳

森正

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

1968/11/30

不詳

森正

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

1968/11/30?

不詳

森正

チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作 品35

1968/11/30?

不詳

森正

マスネ

組曲「絵のような風景」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「Ｎ響ニューイヤーコンサート」
1968年11月30日録音となっているが、同
年11月23日公開収録の録音の可能性あり

1968/12/07

東京文化会館

#514 A 岩城宏之

バッハ、J.C.

大序曲 第2番 変ロ長調 作品18

『フィルハーモニー』には大序曲ではなく交
響曲と記載されている

1968/12/07

東京文化会館

#514 A 岩城宏之

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フルニエ、ピエール(vlc.)
2

1968/12/07

東京文化会館

#514 A 岩城宏之

バルトーク

オーケストラのための協奏曲

1968/12/12

東京文化会館

#515 B 岩城宏之

ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

海野義雄(vln.)

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

蒲生能扶子(sop.)/荒道子(alt.)
/五十嵐喜芳(ten.)/大橋国一(br.)/
東京混声合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部(chor.)

1968/12/12,14,15,2
東京厚生年金会館
1,22

岩城宏之

1968/12/12?

東京文化会館

#515 B 岩城宏之

モーツァルト、W.A.

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

1968/12/13

東京文化会館

#515 B 岩城宏之

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

深沢亮子(pf.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「Ｎ響ニューイヤーコンサート」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「Ｎ響ニューイヤーコンサート」

海野義雄(vln.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
NHKラジオ「Ｎ響ニューイヤーコンサート」
1968年11月30日録音となっているが、同
年11月17日公開収録の録音の可能性あり

レコーディング？

1968年12月12日録音となっているが、同
年12月28日の録音の可能性あり

蒲生能扶子(sop.)/荒道子(alt.)
/五十嵐喜芳(ten.)/大橋国一(br.)/
東京混声合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部(chor.)

1968/12/19

東京文化会館

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1968/12/20

東京厚生年金会館

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1969/01/13,14

東京文化会館

#516 A 岩城宏之

ラヴェル

スペイン狂詩曲

1969/01/14

東京文化会館

#516 A 岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1969/01/14?

東京文化会館

#516 A 岩城宏之

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1969/01/21

東京文化会館

#517 B 岩城宏之

ウェーバー

クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74

1969/01/21

東京文化会館

#517 B 岩城宏之

モーツァルト、W.A.

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1969/01/21?

東京文化会館

#517 B 岩城宏之

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

1969年1月21日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/01/25

不詳

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/01/25

不詳

岩城宏之

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 宮本明恭(fl.)/永廻万里(hrp.)

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)
1969年1月27日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/01/25

不詳

岩城宏之

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

1969/01/27?

新潟県民会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

12のメヌエット WoO.7：第2番 / 第4番 / 第5番

1969/01/31

東京文化会館

岩城宏之

バッハ、J.S.

1969/01/31
1969/01/31
1969/01/31

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

シェーンベルク
チャイコフスキー
サラサーテ

1969/01/31?

東京文化会館

岩城宏之

1969/02/05

東京文化会館

1969/02/05

レコーディング？

1969年1月14日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり
フックス、フリードリヒ(cl.)

オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
江藤俊哉(vln.)/丸山盛三(ob.)
BWV1060a
ヴァイオリン協奏曲 作品36
江藤俊哉(vln.)
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
江藤俊哉(vln.)
チゴイナーワイゼン 作品20-1
江藤俊哉(vln.)

江藤俊哉バイオリン演奏会

ブラームス

ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番 / 第5番 / 第6
番

1969年1月31日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

岩城宏之

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」

リヒター・ハーザー・ハンス(pf.)

ハンス・リヒター=ハーザーピアノ演奏会

東京文化会館

岩城宏之

ブラームス

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

リヒター・ハーザー・ハンス(pf.)

ハンス・リヒター=ハーザーピアノ演奏会

1969/02/05?

東京文化会館

岩城宏之

ラヴェル

スペイン狂詩曲

1969/02/06,12

杉並公会堂

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

江藤俊哉バイオリン演奏会
江藤俊哉バイオリン演奏会
江藤俊哉バイオリン演奏会

1969年2月5日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり
レコーディング？

1969/02/11

東京文化会館

岩城宏之

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」

都民劇場「音楽サークル第166回公演」

1969/02/11

東京文化会館

岩城宏之

ドヴォルザーク

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

1969/02/15
1969/02/15
1969/02/15

埼玉会館
埼玉会館
埼玉会館

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

ベルリオーズ
ブラームス
ドヴォルザーク

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
交響曲 第1番 ハ短調 作品68
スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番

第7回県民コンサート
第7回県民コンサート
第7回県民コンサート

1969/03/01

東京文化会館

#518 A 岩城宏之

松村禎三

管弦楽のための前奏曲

1968年度第17回尾高賞受賞

1969/03/01?

東京文化会館

#518 A 岩城宏之

エルガー

変奏曲「謎」 作品36

1969年3月1日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/03/19
1969/03/19
1969/03/19

東京文化会館
東京文化会館
東京文化会館

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

シューマン、ローベルト
リスト
ブラームス

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ハンガリー狂詩曲 第3番 / 第4番 / 第2番
ハンガリー舞曲：第5番 / 第6番

1969/03/29

東京文化会館

#520 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

1969/03/29

東京文化会館

#520 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第25番 ト短調 K.183

1969/03/29

東京文化会館

#520 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1969/03/29

東京文化会館

#520 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1969/04/04

東京文化会館

#521 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第29番 イ長調 K.201

1969/04/04

東京文化会館

#521 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1969/04/10

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#522 A
ブラームス
ング

1969/04/10

東京文化会館

#522 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートのライン
の旅

1969/04/10

東京文化会館

#522 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートの葬送
行進曲

1969/04/10

東京文化会館

#522 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ラインの黄金」：ワルハラ城への神々の入
場

1969/04/10

東京文化会館

#522 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「リエンチ」：序曲

1969/04/16,17

東京文化会館

#523 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1969/04/17

東京文化会館

#523 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

1969/04/17

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#523 B
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1969/04/24

東京文化会館

#524 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ストラヴィンスキー

詩編交響曲

1969/04/24

東京文化会館

#524 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ ミサ曲 第14番 変ロ長調 「管楽器」

1969/05/01,02

東京文化会館

#525 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1969/05/01,02

東京文化会館

#525 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

グルダ、フリードリヒ(pf.)

1969/05/09

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

マルチェルロ

合奏協奏曲 ヘ長調 作品1-4

田中千香士(vln.)/堀伝(vln.)/
奥邦夫(Va)/小野崎純(vlc.)

1969/05/09

東京厚生年金会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調

1969/05/20

東京文化会館

#526 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ショスタコーヴィチ

交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1969/05/20

東京文化会館

#526 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ボロディン

歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1969/05/27

東京文化会館

#527 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

モーツァルト、W.A.

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1969/05/27

東京文化会館

#527 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

シュトラウス、リヒャルト

ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11

千葉馨(hrn.)

1969/05/27

東京文化会館

#527 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84

砂原美智子(クレールヘン)/川久保
潔(narr.)

1969/05/27?

東京文化会館

#527 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1969年5月27日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/06/14

不詳

岩城宏之

ロッシーニ

歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/06/14

不詳

岩城宏之

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/06/14

不詳

岩城宏之

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/06/17

東京文化会館

岩城宏之

ベルリオーズ

1969/06/17
1969/06/17

東京文化会館
東京文化会館

岩城宏之
岩城宏之

ベートーヴェン
ラフマニノフ

歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ヴァン・クライバーン(pf.)
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ヴァン・クライバーン(pf.)

1969/06/17?

東京文化会館

岩城宏之

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1969/06/18
1969/06/22,23

世田谷区民会館
杉並公会堂

岩城宏之
岩城宏之

ベートーヴェン
ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1969/06/27

島根県民会館

岩城宏之

チャイコフスキー

1969/06/27

島根県民会館

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」
スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番

1969/07/13?

奈良県文化会館

岩城宏之

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1969年6月14日録音となっているが、間違
い？

1969/07/13?

奈良県文化会館

岩城宏之

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

1969年6月14日録音となっているが、間違
い？

1969/07/19

不詳

岩城宏之

グルック（モットル）

バレエ組曲 第1番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/07/19

不詳

岩城宏之

ラロ

チェロ協奏曲 ニ短調

塩川悠子(vln.)

都民劇場「音楽サークル第166回公演」

ムスリン、ブランカ(pf.)

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

園田高弘(pf.)

国立音楽大学(chor.)
片野坂栄子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/ 『フィルハーモニー』では第12番と表記され
五十嵐喜芳(ten.)/高橋修一(bs.)/国 ていたが、『ニューグローヴ音楽事典』第2
立音楽大学(chor.)
版にしたがって第14番に表記を改めた

台本：鈴木松子

1969年6月17日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり
レコーディング？
レコーディング？

徳永健一郎(vlc.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/07/19

不詳

岩城宏之

オネゲル

交響的楽章「機関車パシフィック 231」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/07/22

東京厚生年金会館

岩城宏之

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1969/07/22?
1969/07/23,28
1969/07/27

東京文化会館
世田谷区民会館
東京文化会館

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

バイルド
ベートーヴェン
ホルスト

シンフォニア・ブレヴィス
交響曲 第2番 ニ長調 作品36
組曲「惑星」 作品32

1969/07/27

東京文化会館

岩城宏之

ガーシュウィン

ガーシュイン・オン・ブロードウェイ

1969/07/30,31

世田谷区民会館

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

レコーディング？

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

1969/09/24

東京文化会館

#528 A フルネ、ジャン

ピエルネ

「シダリーズと牧羊神」組曲 第1番：牧羊神の学
校 / パンの笛のけいこ/ 幼い水の精の行進

1969/09/24

東京文化会館

#528 A フルネ、ジャン

ダンディ

フランスの山人の歌による交響曲 作品25

1969/09/24

東京文化会館

#528 A フルネ、ジャン

サン・サーンス

交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1969/09/27放送

埼玉会館

岩城宏之

シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

1969/09/27放送

東京文化会館

岩城宏之

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1969/09/29

東京厚生年金会館

フルネ、ジャン

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

1969/10/07

神奈川県立音楽堂

フルネ、ジャン

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1969/10/15

東京文化会館

#529 B フルネ、ジャン

ベルリオーズ

交響曲「イタリアのハロルド」 作品16

1969/10/15

東京文化会館

#529 B フルネ、ジャン

プーランク

バレエ組曲「牝鹿」

1969/10/23,24

東京文化会館

#530 A 岩城宏之

武満徹

ノヴェンバー・ステップス

1969/10/24

東京文化会館

#530 A 岩城宏之

入野義朗

小管弦楽のための「シンフォニエッタ」

1969/10/24

東京文化会館

#530 A 岩城宏之

黛敏郎

BUGAKU (舞楽)

1969/10/24

東京文化会館

#530 A 岩城宏之

平吉毅州

交響的変奏曲

1969/10/29,30

東京文化会館

#531 B 岩城宏之

柴田南雄

シンフォニア

1969/10/29,30

東京文化会館

#531 B 岩城宏之

間宮芳生

オーケストラのための二つのタ ブロー '65

1969/10/30

東京文化会館

#531 B 岩城宏之

三善晃

管弦楽のための協奏曲

1969/10/30

東京文化会館

#531 B 岩城宏之

武満徹

弧 第2部：テクスチュアズ

1969/10/30

東京文化会館

#531 B 岩城宏之

諸井誠

ピアノ協奏曲

1969/11/01

東京文化会館

岩城宏之

ドヴォルザーク

1969/11/01?

東京文化会館

岩城宏之

ロッシーニ

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」
歌劇「ウィリアム・テル」 ：序曲

1969/11/06放送

不詳

若杉弘

三善晃

1969/11/06放送

不詳

若杉弘

1969/11/13放送

不詳

1969/11/15放送

遠藤郁子(pf.)
別日の録音？
レコーディング？
東京混声合唱団(femalechor.)
小原重徳 & ブルーコーツオー ケス
南安雄 編曲
トラ(Jazz Band)

久保陽子(vln.)

井上二葉(pf.)

田中千香士(vln.)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年2月15日の録音？
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年3月18日の録音？

白神定典(vla.)

横山勝也(尺八)/鶴田錦史(琵琶)
昭和29年度第6回「毎日音楽賞」受賞

N響委嘱世界初演

1964年度国際現代作曲家会議最優秀作
品賞受賞
木村かをり(pf.)

昭和41年度文部省「芸術祭奨励賞」受賞

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

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

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

東京厚生年金会館

フルネ、ジャン

シャブリエ

狂詩曲「スペイン」

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1969/12/13

不詳

岩城宏之

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/12/13

不詳

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/12/25

東京文化会館

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中沢桂(sop.)/長野羊奈子(alt.)
/丹羽勝海(ten.)/大橋国一(br.)/東
京混声合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部
(chor.)

