日付

会場

1970/01/17放送
1970/01/17放送

定期

指揮者

作曲家

曲名

ソリスト

備考

東京厚生年金会館

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

海野義雄(vln.)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

東京厚生年金会館

フルネ、ジャン

ドビュッシー

交響詩「海」

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」
1969年9月29日の録音？

1970/01/24放送

東京厚生年金会館

フルネ、ジャン

ベルリオーズ

歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

1970/01/24放送

神奈川県立音楽堂

フルネ、ジャン

フォーレ

組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年10月7日の録音？

1970/01/24放送

東京文化会館

ルーセル

交響曲 第3番 ト短調 作品42

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年10月14,15日の録音？

1970/02/05
1970/02/10?

東京文化会館
東京文化会館

岩城宏之
岩城宏之

バーンスタイン
シューベルト

交響曲 第2番 「不安の時代」
ロザムンデ D.797：序曲

橋本正暢(pf.)

1970/02/10?

東京文化会館

岩城宏之

シュトラウス、リヒャルト

オーボエ協奏曲 ニ長調

ホリガー、ハインツ(ob.)

録音日が違う可能性あり
1970年1月28,29日の録音？

1970/02/10?

東京文化会館

岩城宏之

ウェーバー

クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 作品73

ランスロ、ジャック(cl.)

録音日が違う可能性あり
1970年2月4,5日の録音？

1970/02/12

フェスティバ ル
ホール

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

1970/02/23

東京文化会館

#536 A 岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第3番 ニ長調 作品29
「ポーランド」

1970/03/10?

東京文化会館

岩城宏之

ペンデレツキ

広島の犠牲者に捧げる哀歌

録音日が違う可能性あり
1970年1月28,29日の録音？

1970/03/10?

東京文化会館

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

録音日が違う可能性あり
1970年1月28,29日の録音？

1970/03/15

フェスティバルホー
ル

岩城宏之

三善晃

祝典序曲

1970/03/15

フェスティバルホー
ル

岩城宏之

黛敏郎

BUGAKU (舞楽)

1970/03/15

フェスティバルホー
ル

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」

1970/04/04

東京文化会館?

森正

ベートーヴェン

11のウィーン舞曲 WoO.17

録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月4日の録音

1970/04/04

東京文化会館?

森正

ベートーヴェン

12のコントルダンス WoO.14

録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月4日の録音

1970/04/04

東京文化会館?

森正

ベートーヴェン

騎士バレエのための音楽
WoO.1

録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月4日の録音

1970/04/07
1970/04/07

東京文化会館
東京文化会館

森正
森正

ベートーヴェン
ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19

ケンプ、ウィルヘルム(pf.)
ケンプ、ウィルヘルム(pf.)

1970/04/07

東京文化会館

森正

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

ケンプ、ウィルヘルム(pf.)

録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月7日の録音

1970/04/09

東京文化会館

森正

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

ケンプ、ウィルヘルム(pf.)

録音日が明示されていないが、おそらく
1970年4月9日の録音

1970/04/09

東京文化会館

森正

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」

ケンプ、ウィルヘルム(pf.)

1970/04/15,16

東京文化会館

#538 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

「エグモント」 作品84：序曲

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/15,16

東京文化会館

#538 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/15,16

東京文化会館

#538 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/20,21

東京文化会館

#539 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/20,21

東京文化会館

#539 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/20,21

東京文化会館

#539 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/25,26

東京文化会館

#540 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

序曲「レオノーレ」 第1番 作品138

ベートーヴェン生誕200年記念ベー トー
ヴェン・シリーズ

1970/04/25,26

東京文化会館

#540 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/25,26

東京文化会館

#540 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/30,05/01 東京文化会館

#541 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

序曲「コリオラン」 作品62

ベートーヴェン生誕200年記念ベー トー
ヴェン・シリーズ

1970/04/30,05/01 東京文化会館

#541 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/04/30,05/01 東京文化会館

#541 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第7番 イ長調 作品92

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1970/05/06,07

1970/05/06,07

東京文化会館

#529 B フルネ、ジャン

#542 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

録音日が違う可能性あり

合唱幻想曲 作品80

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

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

荘厳ミサ曲 ニ長調 作品123

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

東京文化会館

#542 A

1970/05/13,14

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#543 B
ベートーヴェン
ング

1970/05/23

不詳

森正

モーツァルト、W.A.

ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調 K.382

1970/05/23

不詳

森正

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＆テレビコンサート(公開収録)

1970/06/13

不詳

若杉弘

トマ

歌劇「ミニョン」：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/06/13

不詳

若杉弘

ラロ

スペイン交響曲 ニ短調 作品21

江藤俊哉(vln.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/06/13

不詳

若杉弘

ポンキエルリ

歌劇「ジョコンダ」：時の踊り

1970/06/29

石橋文化ホール
（久留米市）

岩城宏之

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：序曲

1970/06/29

石橋文化ホール
（久留米市）

岩城宏之

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1970/07/18

不詳

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

小出信也(fl.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/07/18

不詳

岩城宏之

ヘンデル

ハープ協奏曲 変ロ長調 作品4-6

桑島すみれ(hrp.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/07/18

不詳

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

歌劇「にせの花作り女」 K.196：序曲

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)
原曲は2台のチェンバロのための協 奏曲
BWV1060
1970年7月20日録音とあるが、同年6月6
日録音の可能性あり

マイアーホーファー、カール
(ob.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)
1970年7月20日録音とあるが、同年6月6
日録音の可能性あり

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/07/20

不詳

森正

バッハ、J.S.

オーボエとヴァイオリンのため の協奏曲 ハ短調 マイアーホーファー、カール
BWV1060a
(ob.) / 海野義雄(vln.)

1970/07/20

不詳

森正

チマローザ (ベンジャミン)

オーボエ協奏曲 ハ短調

1970/07/20

不詳

森正

バッハ、J.S. (ストコフス
キー)

トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)
1970年7月20日録音とあるが、同年6月6
日録音の可能性あり

1970/07/20

不詳

森正

バッハ、J.S. (ストコフス
キー)

パッサカリア ハ短調 BWV582

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開 収録)
1970年7月20日録音とあるが、同年6月6
日録音の可能性あり

1970/08/15

不詳

若杉弘

野田暉行

オーケストラと声による断章「子供部屋」

1970/09/05

NHKスタジオ

シュヴァルツ、ペーター

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1970/09/05
1970/09/15

NHKスタジオ
東京文化会館

シュヴァルツ、ペーター
バルシャイ、ルドルフ

ワーグナー、リヒャルト
グルック

歌劇「タンホイザー」：序曲
歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1970/09/15

東京文化会館

バルシャイ、ルドルフ

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

1970/09/15

東京文化会館

バルシャイ、ルドルフ

モーツァルト、W.A.

1970/09/19
1970/09/19

木更津市民会館
木更津市民会館

森正
森正

シベリウス
シベリウス

ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595
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

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

リヒテル、スヴャトラフ(pf.)
リヒテル、スヴャトラフ(pf.)

1970/10/02

東京厚生年金会館 #545 B ルッチ、ニコラ

モーツァルト、W.A.

レクイエム K.626

片野坂栄子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/
丹羽勝海(ten.)/芳野靖夫(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/東京
少年少女合唱隊(chor.)

1970/10/03放送

東京文化会館

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9

マイアーホーファー、カール
(ob.)/内山洋(cl.)/霧生吉秀
(fg.)/宮田四郎(hrn.)

1970/10/03放送

東京文化会館

岩城宏之

ヘンデル

組曲「王宮の花火の音楽」

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
同年3月10日の録音の可能性あり

1970/10/03放送

東京文化会館

岩城宏之

ブラームス

ハンガリー舞曲：第5番

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1970/10/10

不詳

若杉弘

ファリャ

バレエ音楽「恋は魔術師」

1970/10/10

不詳

若杉弘

リムスキー・コルサコフ

スペイン奇想曲 作品34

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/10/10

不詳

若杉弘

芥川也寸志

交響管弦楽のための音楽

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/10/19

東京厚生年金会館 #546 A ウェラー、ワルター

シューベルト

交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1970/10/19

東京厚生年金会館 #546 A ウェラー、ワルター

マーラー

交響曲「大地の歌」

1970/10/26

東京厚生年金会館 #547 B ウェラー、ワルター

ヤナーチェク

シンフォニエッタ

1970/10/26

東京厚生年金会館 #547 B ウェラー、ワルター

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1970/10/29放送

不詳

若杉弘

佐藤眞

管弦楽のための変奏曲

1970/10/29放送

不詳

森正

諸井誠

わが出雲

芸術祭参加
伊原直子(alt.)/中村義春(br.)/曾我
＜作＞入沢康夫
栄子(声)/三輪かつえ(声)/二期会合
＜演出＞中島武男
唱団(chor.)
＜技術＞高柳裕雄

1970/10/30放送

不詳

森正

間宮芳生

ピアノ協奏曲 第2番

野島稔(pf.)

1970/11/03

神奈川県立音楽堂

森正

ブラームス

大学祝典序曲 作品80

1970/11/03

神奈川県立音楽堂

森正

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1970/11/09

東京厚生年金会館 #548 A エッサー、ヘリベルト

シェーンベルク

清められた夜 作品4

1970/11/09

東京厚生年金会館 #548 A エッサー、ヘリベルト

モーツァルト、W.A.

ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調
K.447

1970/11/16

東京厚生年金会館 #549 B エッサー、ヘリベルト

プロコフィエフ

組曲「キージェ中尉」 作品60

1970/11/16

東京厚生年金会館 #549 B エッサー、ヘリベルト

サン・サーンス

ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22

1970/11/21

不詳

森正

モーツァルト、W.A.

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/11/21

不詳

森正

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」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

成田絵智子(alt.)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
同年3月10日の録音の可能性あり

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

丹羽勝海(bs.)/長野羊奈子
(alt.)

芸術祭参加

芸術祭参加

デムス、イェルク(pf.)

リンダー、アルベルト(hrn.)

ソコロフ、グリゴリー(pf.)

1970/12/26

NHKホール(旧)

岩城宏之

バッハ、J.S.

2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV1043

1970/12/26

NHKホール(旧)

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1970/12/26

NHKホール(旧)

岩城宏之

石原忠興

管弦楽のための序破急

1971/03/02

東京厚生年金会館

岩城宏之

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

第2回心身障害児のための〈N響〉慈善演
奏会

1971/03/02

東京厚生年金会館

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

第2回心身障害児のための〈N響〉慈善演
奏会

1971/03/06放送

不詳

尾高忠明

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」

1971/03/06放送

不詳

尾高忠明

メンデルスゾーン

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/03/20

東京厚生年金会館 #556 A 森正

間宮芳生

ピアノ協奏曲 第2番

1971/03/29?

東京厚生年金会館

森正

シベリウス

交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

録音日間違い？
同年3月27、28日録音の可能性あり

1971/03/29?

東京厚生年金会館

森正

ベルリオーズ

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

録音日間違い？
同年3月27、28日録音の可能性あり

1971/04/05?

NHKホール(旧)

尾高忠明

シベリウス

組曲「カレリア」 作品11

録音日間違い？
同年4月3日のNHKラジオ＆テレビコンサー
ト(公開収録)の可能性あり

1971/04/05?

NHKホール(旧)

尾高忠明

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

録音日間違い？
同年4月3日のNHKラジオ＆テレビコンサー
ト(公開収録)の可能性あり

1971/04/17放送

埼玉会館？

岩城宏之

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
同年2月13日録音の可能性あり

1971/04/17放送

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103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
同年2月8、9日録音の可能性あり

1971/04/17放送

埼玉会館？

岩城宏之

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「ＮＨＫシンフォニーホール」
同年2月13日録音の可能性あり

1971/04/20,21

東京厚生年金会館 #558 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」
ング

1971/04/26,27

東京厚生年金会館 #559 B

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

1971/05/01放送

不詳

岩城宏之

武満徹

弧 第2部：テクスチュアズ

NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/05/01放送

不詳

岩城宏之

三善晃

管弦楽のための協奏曲

NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/05/01放送

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「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/05/03

東京厚生年金会館 #560 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第7番 ホ長調

1971/05/08

東京厚生年金会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

N響臨時演奏会

1971/05/08

東京厚生年金会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、ヨハン(2世)
ング

皇帝円舞曲 作品437

N響臨時演奏会

1971/05/29放送

東京厚生年金会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

同年5月8日の録音の可能性あり

1971/05/29放送

東京厚生年金会館 #559 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第2番 ハ長調 作品61

同年4月26,27日の録音の可能性あり

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314
幻想交響曲 作品14

1971/06/19

NHKホール(旧)

1971/06/24

東京厚生年金会館 #562 A 岩城宏之

ベルリオーズ

1971/07/10

宮城県民会館

岩城宏之

メンデルスゾーン

1971/07/10
1971/07/10

宮城県民会館
宮城県民会館

岩城宏之
岩城宏之

ブラームス
ブラームス

1971/07/10放送

NHKスタジオ

秋山和慶

メンデルスゾーン

1971/07/25放送

1971/09/07

不詳

東京文化会館

若杉弘

マタチッチ、ロヴロ･フォン

池辺晋一郎

ヴェルディ

堀伝(vln.)/川上久雄(vln.)

野島稔(pf.)

小出信也(fl.)

1970年度第19回尾高賞受賞

N響臨時演奏会

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26
交響曲 第4番 ホ短調 作品98
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

オペラ「死神」

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

＜作＞今村昌平
＜演出＞杉理一

歌劇「リゴレット」

パヴァロッティ、ルチアーノ(マント
ヴァ公爵)/グロッソップ、ピーター(リ
ゴレット)/モナケージ、ワルテル(リゴ
レット)/ラッセル、ルイズ(ジルダ)/ラ
イモンディ、ルッジェーロ(スパラフチ
レ)/ヴィンコ、イヴォ(スパラフチレ)/
ディ・スタジオ、アンナ(マッダ
レーナ&ジョヴァンナ)/クラバッシ、プ
リニオ(モンテローネ伯爵)/マッツィー
ニ、グイド(マルーロ)/ペドローニ、ア
ウグスト(ボルサ)/田島好一(チェプ
ラーノ伯爵)/ゾッティ、マリーサ(チェ
プラーノ伯爵夫人&公爵夫人の小
姓)/島田恒輔(衛兵)/日本プロ合唱
団連合(chor.)

LIRICAITALIANA1971
演出：ブルーノ・ノフリ
美術：エンツォ・デホー
舞台製作：エルコーレ・ソルマーニ
衣装：パスクァーレ・グロッシ
衣装製作：サルトリア・マリレーナ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
合唱指揮：田中信昭
副指揮：三石精一/尾高忠明/石橋義也/
福森湘/北村協一/宮本昭嘉
バレエ：東京シティ・バレエ団
協演：東京演劇アンサンブル
Ricordi版楽譜を使用

1971/09/08

1971/09/09

東京文化会館

東京文化会館

マタチッチ、ロヴロ･フォン

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

プッチーニ

ベルリーニ

リッペルト、マリオン(トゥーランドッ
ト)/クラバッシ、プリニオ
(ティムール)/ラボー、フラヴィアーノ
(カラフ)/マリンピエトリ、リディア
(リュー.)/マッツィーニ、グイド(ピン)/
ペドローニ、アウグスト(パン)/カステ
ルラーナ、フランコ(ポン)/中村健(皇
帝)/田島好一(大官)/日本プロ合唱
団連合(chor.)/東京放送児童合唱団
(childrenchor.)

LIRICAITALIANA1971
演出：ジュゼッペ・デ・トマージ
美術：マルチェルロ・デルレーナ
舞台製作：オリヴィエロ・ステルリーニ
衣装：パスクァーレ・グロッシ
衣装製作：サルトリア・マリレーナ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
合唱指揮：田中信昭
副指揮：三石精一/尾高忠明/石橋義也/
福森湘/北村協一/宮本昭嘉/富田正政/
近藤真司
協演：東京シティ・バレエ団/東京演劇アン
サンブル
Ricordi版楽譜を使用
プログラムに「ミエッタ・シーゲレは病気の
ため来日できなくなりましたので、その代
わりに、上記のリディア・マリンピエトリが、
「トゥーランドット」のリューの役に出演しま
す」との挟み込みあり

歌劇「ノルマ」

チェッケーレ、ジャンフランコ(ポルリ
オーネ)/ヴィンコ、イヴォ(オロヴェー
ソ)/スリオティス、エレナ(ノルマ)/コッ
ソット、フィオレンツァ(アダルジー
ザ)/ディ・スタジオ、アンナ(クロティル
デ)/カステルラーナ、フランコ(フラー
ヴィオ)/日本合唱協会(chor.)

LIRICAITALIANA1971
演出：ブルーノ・ノフリ
美術：マルチェルロ・デルレーナ
舞台製作：NHK美術センター
衣装：パスクァーレ・グロッシ
衣装製作：サルトリア・マリレーナ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
合唱指揮：田中信昭
副指揮：三石精一/尾高忠明/石橋義也/
福森湘/北村協一/宮本昭嘉
協演：劇団「若草」/東京シティ・バレエ団/
東京演劇アンサンブル
Ricordi版楽譜を使用

LIRICAITALIANA1971
演出：ブルーノ・ノフリ美術：エンツォ・デ
ホー舞台製作：エルコーレ・ソルマーニ衣
装：サルヴァトーレ・ルッソ衣装製作：サル
トリア・マリレーナプロンプター：ウーゴ・カ
ターニア合唱指揮：田中信昭副指揮：三石
精一/尾高忠明/石橋義也/福森湘/北村
協一/宮本昭嘉
振付：有馬五郎パ・ド・ドゥー：小林紀子/石
田種生バレエ：東京シティ・バレエ団協演：
東京演劇アンサンブルRicordi版楽譜を使
用

歌劇「トゥーランドット」

1971/09/13,16,19,2
東京文化会館
1

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

ドニゼッティ

歌劇「ラ・ファヴォリータ」

ブルスカンティーニ、セスト(アルフォ
ンソ11世)/コッソット、フィオレンツァ
(レオノーラ・ディ・グス
マン)/クラウス、アルフレード(フェル
ナンド)/ライモンディ、ルッジェーロ
(バルダッサーレ)/ペドローニ、アウ
グスト(ドン・ガスパロ)/ゾッティ、マリ
サ(イネス)/日本プロ合唱団連合
(chor.)

1971/10/04

森正

モーツァルト、W.A.

ミサ曲 ハ短調 K.427

伊藤京子(sop.)/木村宏子(alt.)
/田原祥一郎(ten.)/高橋修一
(br.)/日本プロ合唱連合(chor.)

管弦楽の夕べ

ディロイ、バーニィ（朗唱）

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」
＜電子音制作＞ＮＨＫ電子音楽スタジオ
＜技術＞高柳裕雄
＜演出＞前田直純

東京厚生年金会館

1971/10/28放送

不詳

森正

七ツ矢博資

タゴールの詩による電子音響・声・管弦楽のた
めの「経」

1971/10/28放送

不詳

若杉弘

別宮貞雄

ヴィオラ協奏曲

今井信子(vla.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」

1971/11/04放送

不詳

若杉弘

小倉朗

ヴァイオリン協奏曲

小栗まち絵(vln.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」

1971/12/06

東京文化会館

#568 A スウィトナー、オットマール

シェーンベルク

5つの小品 作品16

1971/12/06

東京文化会館

#568 A スウィトナー、オットマール

ブルックナー

交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

1971/12/13

東京文化会館

#569 B スウィトナー、オットマール

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1971/12/20

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

心身障害児のための慈善演奏会

1971/12/25

東京厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

心身障害児のための慈善演奏会

1972/01/29

北海道厚生年金会
館

岩城宏之

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

札幌オリンピック冬季大会芸術行事

1972/01/29

北海道厚生年金会
館

岩城宏之

ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

1972/01/30

北海道厚生年金会
館

岩城宏之

武満徹

ウィンター

1972/02/07,08

東京文化会館

#572 A ヴィッヒ、ギュンター

ヘンデル

合奏協奏曲 ハ長調

1972/02/07,08

東京文化会館

#572 A ヴィッヒ、ギュンター

シューベルト

交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1972/02/14,15

東京文化会館

#573 B ヴィッヒ、ギュンター

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第60番 ハ長調 Hob.I-60 「うっかり者」

1972/02/14,15

東京文化会館

#573 B ヴィッヒ、ギュンター

モーツァルト、W.A.

セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」

1972/03/03

東京文化会館

#574 A 森正

バッハ、J.S.

ブランデンブルク協奏曲 第4番 ト長調
BWV1049

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

江藤俊哉(vln.)

札幌オリンピック冬季大会芸術行事
札幌オリンピック開会式典(関係者のみ)

田中千香士(vln.)/小出信也
(fl.)/宮本明恭(fl.)

1972/03/03

東京文化会館

1972/03/04放送

東京文化会館

1972/03/04放送

#574 A 森正

別宮貞雄

ヴィオラ協奏曲

今井信子(vla.)

スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

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

1972/03/04放送

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

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

1972/03/04放送

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1972/03/15

東京文化会館

岩城宏之

三善晃

レクイエム

日本プロ合唱団連合(chor.)

日本プロ合唱団連合委嘱世界初演
日本プロ合唱団連合合同演奏会

1972/03/19

東京文化会館

岩城宏之

チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

小栗まち絵(vln.)

第11回NHK音楽祭―第3夜N響の夕べ

1972/03/19

東京文化会館

岩城宏之

チャイコフスキー

序曲「1812年」 作品49

日本プロ合唱団連合(chor.)

第11回NHK音楽祭―第3夜N響の夕べ

1972/03/19

東京文化会館

岩城宏之

黛敏郎

涅槃交響曲

日本プロ合唱団連合(chor.)

第11回NHK音楽祭―第3夜N響の夕べ

1972/03/27

東京文化会館

#575 B 森正

間宮芳生

ピアノ協奏曲 第2番

野島稔(pf.)

1972/04/25

東京文化会館

#577 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第8番 ハ短調

1972/05/04

東京文化会館

#578 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1972/05/20放送

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

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

1972/05/20放送

東京文化会館

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

悲劇的序曲 作品81

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

1972/05/24
1972/05/24

東京文化会館
東京文化会館

秋山和慶
秋山和慶

リスト
ブラームス

交響詩「レ・プレリュード」
交響曲 第1番 ハ短調 作品68

東京労音5月例会・N響特別演奏会
東京労音5月例会・N響特別演奏会

1972/05/24?

東京文化会館

秋山和慶

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：旅芸人たちの入場と道化
師の踊り

東京労音5月例会・N響特別演奏会

1972/06/14

東京文化会館

#582 A 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」

1972/06/23

東京文化会館

#583 B 岩城宏之

石井眞木

響層 作品14

1972/06/23

東京文化会館

#583 B 岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1972/06/30

倉敷市民会館

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

NHKテレビ・ラジオ中継

1972/07/22放送

松山市民会館

岩城宏之

シベリウス

交響詩「フィンランディア」 作品26

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

1972/07/22放送

松山市民会館

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シンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

1972/07/22放送

松山市民会館

岩城宏之

シベリウス

組曲「カレリア」 作品11：行進曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

1972/07/22放送

松山市民会館

岩城宏之

ブラームス

ハンガリー舞曲：第5番

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

谷隼人(オレという若者)/加藤道子
(母親)/原田茂生（弁護人）/中村健
(裁判長)/高橋修一(証人)/鈴木寛一
(ロミオ)/勝本章子(ジュリエット)/谷
隼人,佐藤明美(若い男女)/生方恵一
(アナウンサー)/加藤道子,高橋昌也
(声)/東京混声合唱団(chor.)

1971年度第20回尾高賞受賞

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」
＜作＞木村嘉長
＜技術＞内藤晴夫
＜演出＞前田直純

1972/08/09放送

不詳

森正

佐藤眞

蝶を追え！

1972/08/12放送

東京文化会館

森正

バッハ、J.S.

ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年3月27日録音の可能性あり

1972/08/12放送

東京文化会館

森正

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」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年3月3,4日録音の可能性あり

1972/09/23放送

不詳

渡邉暁雄

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1972/09/23放送

不詳

渡邉暁雄

シベリウス

テンペスト 作品109

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1972/09/30放送

東京文化会館

#582 A 岩城宏之

三善晃

管弦楽のための協奏曲

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年6月14日録音の可能性あり

1972/09/30放送

東京文化会館

#582 A 岩城宏之

モーツァルト、W.A.

フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314

小出信也(fl.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年6月14日録音の可能性あり

1972/09/30放送

東京文化会館

#583 B 岩城宏之

バッハ、
J.C.(TANAKA,Ryohei)

ファゴット協奏曲 変ホ長調

中川良平(fg.)

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年6月23,24日録音の可能性あり

1972/10/10,11

東京文化会館

#584 B クレー、ベルンハルト

ベートーヴェン

バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43 (抜
粋)

1972/10/10,11

東京文化会館

#584 B クレー、ベルンハルト

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1972/10/12

名古屋市民会館

クレー、ベルンハルト

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

名古屋市民会館開館記念N響演奏会＜第
1夜＞

1972/11/15放送

不詳

岩城宏之

湯浅譲二

クロノプラスティック (1972)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」

1972/12/02

東京文化会館

ショスタコーヴィチ

交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

#589 A ローゼンストック、ジョセフ

1972/12/19

東京文化会館

ローゼンストック、ジョセフ

バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

コラール前奏曲 BWV654 「愛する魂よ、美しく装
え」

1972/12/19

東京文化会館

ローゼンストック、ジョセフ

バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

来たれ、創り主よ、聖霊なる神よ BWV667

1972/12/19～21,24 東京文化会館

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」

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

ワルツ「わが人生は愛と喜び」 作品263

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「観光列車」 作品281

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「酒、女、歌」 作品333

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「都会と田舎」 作品322

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「ハンガリー万歳」 作品
332

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「ジプシー男爵」：序曲

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「水車」 作品57

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

エジプト行進曲 作品335

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨー ゼフ

かじ屋のポルカ 作品269

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「千一夜物語」 作品
346：間奏曲

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「狩り」 作品373

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

第4回都会のためのコンサート

1973/01/07

東京文化会館

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(1世)

ラデツキー行進曲 作品228

第4回都会のためのコンサート

1973/01/12

東京文化会館

#592 A スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1973/01/12

東京文化会館

#592 A スウィトナー、オットマール

リスト

交響詩「オルフェウス」

1973/01/12

東京文化会館

#592 A スウィトナー、オットマール

マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1973/01/19

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1973/01/19

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

リスト

交響詩「マゼッパ」

1973/01/19

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

シューマン、ローベルト

交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1973/01/19

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

ドイツ舞曲 ハ長調 K.605

1973/01/19,20

東京文化会館

#593 B スウィトナー、オットマール

ワーグナー、リヒャルト

ファウスト序曲

1973/01/24

渋谷公会堂

#594 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1973/01/30

大阪厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

シューベルト(ウィルケンス) 人生の嵐 op.144 D.947

大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会

1973/01/30

大阪厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

シューベルト(ウィルケンス) 2つの行進曲 作品121 D.968b

大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会

1973/01/30

大阪厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

大阪厚生年金会館開館5周年記念N響演
奏会

1973/01/30?

大阪厚生年金会館

スウィトナー、オットマール

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

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

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

交響曲 第29番 イ長調 K.201

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：第
3幕への前奏曲

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ジークフリート」：森のささやき

1973/02/05

東京文化会館

#595 A シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

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

1973/02/12

東京文化会館

#596 B シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

1973/02/12

東京文化会館

#596 B シュタイン、ホルスト

ラヴェル

スペイン狂詩曲

1973/02/12

東京文化会館

#596 B シュタイン、ホルスト

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1973/02/17

渋谷公会堂

#597 C シュタイン、ホルスト

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1973/02/17

渋谷公会堂

#597 C シュタイン、ホルスト

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1973/03/08

東京文化会館

#598 A 岩城宏之

バルトーク

バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19

1973/03/08

東京文化会館

#598 A 岩城宏之

湯浅譲二

クロノプラスティック (1972)

1972年度第21回尾高賞受賞

1973/03/08?

東京文化会館

#598 A 岩城宏之

モーツァルト、W.A.

交響曲 第34番 ハ長調 K.338

録音日の記録はないが､会場や曲目から
この日の録音である可能性が高い

1973/03/14

東京文化会館

#599 B 岩城宏之

モーツァルト、W.A.

交響曲 第30番 ニ長調 K.202

中沢桂(sop.)/荒道子(alt.)/丹羽勝海
(ten.)/岡村喬生(br.)/国立音楽大学
(chor.)

日本プロ合唱団連合(chor.)

1973/03/14

東京文化会館

#599 B 岩城宏之

リゲティ

ロンターノ

1973/03/14

東京文化会館

#598 A 岩城宏之

湯浅譲二

クロノプラスティック (1972)

1972年度第21回尾高賞受賞

1973/03/18

東京厚生年金会館

岩城宏之

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：序曲

第5回心身障害児のためのN響慈善演奏
会

1973/03/18

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

中村紘子(pf.)

第5回心身障害児のためのN響慈善演奏
会

1973/03/18

東京厚生年金会館

岩城宏之

チャイコフスキー

スラヴ行進曲 作品31

中村紘子(pf.)

第5回心身障害児のためのN響慈善演奏
会

1973/03/20

渋谷公会堂

#600 C 岩城宏之

クセナキス

ピアノ協奏曲 「シナッフェ」

高橋悠治(pf.)

1973/03/20

渋谷公会堂

#600 C 岩城宏之

バッハ、J.S.

チェンバロ協奏曲 第5番 ヘ短調 BWV1056

高橋悠治(pf.)

1973/03/20

渋谷公会堂

#600 C 岩城宏之

バルトーク

オーケストラのための協奏曲

1973/03/27

東京郵便貯金会館

若杉弘

南弘明

ソプラノと管弦楽のための「七夕の歌」

瀬山詠子(sop.)

現代の音楽展'73第4夜

1973/03/27

東京郵便貯金会館

若杉弘

別宮貞雄

ヴァイオリン協奏曲

江藤俊哉(vln.)

現代の音楽展'73第4夜

1973/03/27

東京郵便貯金会館

若杉弘

水野修孝

オーケストラのための1966

1973/03/31

東京文化会館

若杉弘

林光

合唱とオーケストラのための
「アース」

日本プロ合唱団連合(chor.)

1973/04/04

東京文化会館

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

ズーカーマン、ピンカス(vln.)

#601 A バレンボイム、ダニエル

改訂初演現代の音楽展'73第4夜

バレンボイム、ダニエル(pf.)

世界初演日本プロ合唱団連合演奏会

本公演ではジャクリーヌ・デュプレの 独奏
でドヴォルザークチェロ協奏曲 を演奏予
定だったが、同氏キャンセ ルのため、当
初冒頭で演奏予定 だったモーツァルト《ド
ン・ジョヴァン ニ》序曲の演奏をとりやめ、
森正指 揮、バレンボイム独奏でブラーム
ス ピアノ協奏曲第1番を演奏した シューマ
ンの交響曲は変更なし

1973/04/10

東京文化会館

#602 B バレンボイム、ダニエル

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

1973/04/10

東京文化会館

#602 B バレンボイム、ダニエル

シューマン、ローベルト

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1973/05/11

東京文化会館

#604 A 森正

シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

塩川悠子(vln.)

1973/05/17

東京文化会館

#605 B 森正

モーツァルト、W.A.

フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

デボスト、ミシェル(fl.)

1973/05/22

渋谷公会堂

#606 C 森正

芥川也寸志

弦楽のための3楽章

1973/05/22

渋谷公会堂

#606 C 森正

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

1973/05/22

渋谷公会堂

#606 C 森正

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1973/06/08

東京文化会館

#607 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

序曲 ト短調

1973/06/08

東京文化会館

#607 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第5番 変ロ長調

1973/06/12

渋谷公会堂

#608 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ウェーバー
ング

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1973/06/12

渋谷公会堂

#608 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1973/06/12

渋谷公会堂

#608 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1973/06/17

東京文化会館

#609 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

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

1973/06/17

東京文化会館

#609 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ピアノ協奏曲 第12番 イ長調
K.414

1973/06/17

東京文化会館

#609 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

セレナード ニ長調 K.250 「ハフナー」

1973/06/23

NHKホール+E1440

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ワーグナー、リヒャルト
ング

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

1973/06/23

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブリクシ
ング

オルガン協奏曲 第1番 ヘ長調

ラインベルガー、イルジー(org.)

新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1973/06/23

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヘンデル
ング

オルガン協奏曲 ヘ長調 作品4-4

ラインベルガー、イルジー(org.)

新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1973/06/23

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1973/06/27

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

大フーガ 変ロ長調 作品133

NHKホール落成記念公演「N響第9の夕
べ」

1973/06/27

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

1973/07/11

フェスティバ ル
ホール

岩城宏之

メンデルスゾーン

「夏の夜の夢」 作品61：夜想曲 / 結婚行進曲

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」
歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

野島稔(pf.)

ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

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

NHKホール落成記念公演「N響第9の夕
べ」

1973/07/15

フェスティバ ル
ホール
奈良県文化会館

岩城宏之

ロッシーニ

1973/07/15

奈良県文化会館

岩城宏之

ドヴォルザーク

1973/07/25
1973/07/25
1973/07/25
1973/07/25

NHKホール(旧)
NHKホール(旧)
NHKホール(旧)
NHKホール(旧)

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

ベルリオーズ
チャイコフスキー
スメタナ
パガニーニ（岩城宏之）

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」
序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響詩「モルダウ」
常動曲 作品11

1973/08/01

NHKホール

岩城宏之

ロッシーニ

歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲

第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/08/01

NHKホール

岩城宏之

サン・サーンス

交響曲 第3番 ハ短調 作品78

第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/08/01

NHKホール

岩城宏之

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/07/11

小林仁(pf.)

旧NHKさよならコンサート
旧NHKさよならコンサート
旧NHKさよならコンサート
旧NHKさよならコンサート

1973/08/01

NHKホール

岩城宏之

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/08/01

NHKホール

岩城宏之

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/09/01

NHKホール

ヴェルキ、ニーノ

ロッシーニ

歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲

1973/09/01

NHKホール

ヴェルキ、ニーノ

ヴェルディ

歌劇「シモン・ボッカネグラ」：悲しい胸の思いは

1973/09/01
1973/09/01
1973/09/01
1973/09/01
1973/09/01

NHKホール
NHKホール
NHKホール
NHKホール
NHKホール

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
ヴェルディ
ムソルグスキー
ラフマニノフ
プッチーニ

歌劇「椿姫」：前奏曲
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「アレコ」：月は高く
歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲

1973/09/01

NHKホール

ヴェルキ、ニーノ

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

1973/09/01

NHKホール

ヴェルキ、ニーノ

マスネ

歌劇「タイス」：瞑想曲

ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

フレンニコフ

シェークスピア「から騒ぎ」のための音楽 作品7：
ギャウロフ、ニコライ(br.)
よっぱらいのうた

ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1973/09/01

1973/09/08

1973/09/09

1973/09/19

NHKホール

NHKホール

NHKホール

NHKホール

ヴェルキ、ニーノ

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

エチュアン、ポール

ヴェルキ、ニーノ

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

ニコライ・ギャウロフ特別演奏会
ギャウロフ、ニコライ(br.)
ギャウロフ、ニコライ(br.)
ギャウロフ、ニコライ(br.)

ギャウロフ、ニコライ(br.)

ニコライ・ギャウロフ特別演奏会
ニコライ・ギャウロフ特別演奏会
ニコライ・ギャウロフ特別演奏会
ニコライ・ギャウロフ特別演奏会
ニコライ・ギャウロフ特別演奏会
ニコライ・ギャウロフ特別演奏会
ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

プリエーゼ、フランコ(エジプト王.)/
コッソット、フィオレンツァ(アムネリ
ス)/サントゥニオーネ、オリアンナ(ア
イーダ)/ベルゴンツィ、カルロ(ラダメ
ス)/ラボー、フラヴィアーノ(ラダメ
ス)/ヴィンコ、イヴォ(ランフィス)/マス
トロメイ、ジャン・ピエロ(アモナズロ)/
ヤコプッチ、フェルナンド(エジプト王
の使者)/ディ・スタジオ、アンナ(尼僧
長)/日本プロ合唱団連合(chor.)

NHKホール落成記念公演
LIRICAITALIANA1973
バレエ・ソロ：田中俊行(第2幕第1場)/森下
洋子(第2幕第2場)/清水哲太郎(第2幕第2
場)
演出：ルイージ・スクアルツィーナ
美術・衣装：ピエルルイージ・ピッツィ
振付：ルチアーナ・ノヴァーロ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
舞台製作：パラヴィチーニ
衣装製作：ティレルリ
かつら：ロケッティ
履物：ポンペイ
合唱指揮：福森湘
振付助手：服部智恵子
副指揮：田中信昭/中館輝厚/宮本昭嘉/
小松一彦/堤俊作/佐藤功太郎/松井和彦
バレエ：松山バレエ団/谷桃子バレエ団/東
京シティ・バレエ団協演：東京演劇アンサ
ンブル

歌劇「ファウスト」

クラウス、アルフレード(ファウスト)/
ギャウロフ、ニコライ(メフィストフェレ
ス)/サッコマーニ、ロレンツォ(ヴァレ
ンティン)/マッツィーニ、グイド(ワー
グナー)/マッツォッタ、パオロ(ワーグ
ナー)/スコット、レナータ(マルガレー
テ)/ダル・ピーヴァ、ミ
レーナ(ジーベル)/ディ・スタジオ、ア
ンナ(マルテ)/日本プロ合唱団連合
(chor.)

NHKホール落成記念公演
LIRICAITALIANA1973
演出：ジャン・ルイ・バロー原演出によりア
ントネルロ・マダウディアツ
振付：ルチアーナ・ノヴァーロ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
美術：ジャック・デュポン
舞台・衣装・小道具：ミラノ「ラ・スカラ座」
合唱指揮：田中信昭
振付助手：服部智恵子
副指揮：福森湘/中館輝厚/宮本
昭嘉/小松一彦/堤俊作/佐藤功太郎/松
井和彦
バレエ：谷桃子バレエ団/東京シティ・バレ
エ団
協演：東京演劇アンサンブル

歌劇「椿姫」

スコット、レナータ(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)/ペドローニ、アンナ
(アンニーナ)/カレーラス、ホセ(アル
フレード・ジェルモン)/ブルスカン
ティーニ、セスト(ジョルジョ・ジェルモ
ン)/ヤコプッチ、フェルナンド(ガスト
ン子爵)/マッツィーニ、グイド(ドゥ
フォール男爵)/ロンバルディ、フラン
コ(ドビニー侯爵)/メリチアーニ、カル
ロ(グランヴィル)/金谷良三(ジュゼッ
ペ)/久岡昇(使者)/日本プロ合唱団
連合(chor.)

NHKホール落成記念公演
LIRICAITALIANA1973
演出：ブルーノ・ノフリ
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
振付：島田広
プロンプター：ウーゴ・カターニア
衣装：ローマ歌劇場
かつら：パーリアルンガ
履物：ポンペイ
合唱指揮：福森湘
振付助手：服部智恵子
副指揮：田中信昭/中館輝厚/宮本昭嘉/
小松一彦/堤俊作/松井和彦
バレエ：東京シティ・バレエ団協演：東京演
劇アンサンブル

プッチーニ

歌劇「トスカ」

カバイヴァンスカ、ライナ(トスカ)
/ラボー、フラヴィアーノ(カヴァラドッ
シ)/マストロメイ、ジャン・ピエロ(スカ
ルピア男爵)/メリチアーニ、カルロ(ア
ンジェロッティ)
/マッツィーニ、グイド(教会の番人)/
ヤコプッチ、フェルナンド(スポレッ
タ)/ロンバルディ、フランコ(シャロー
ネ)/マッツォッタ、パオロ(看守)/日本
プロ合唱団連合(chor.)

NHKホール落成記念公演
LIRICAITALIANA1973
演出：ブルーノ・ノフリ
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
衣装：ローマ歌劇場
かつら：パーリアルンガ
履物：ポンペイ
合唱指揮：田中信昭
振付助手：服部智恵子
副指揮：福森湘/中館輝厚/宮本昭嘉/小
松一彦/堤俊作/松井和彦
協演：東京演劇アンサンブル

ヴェルディ

グノー

ヴェルディ

歌劇「アイーダ」

1973/09/26

NHKホール

1973/10/11

NHKホール

#610 A スワロフスキー、ハンス

モーツァルト、W.A.

交響曲 第25番 ト短調 K.183

1973/10/11

NHKホール

#610 A スワロフスキー、ハンス

モーツァルト、W.A.

2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365

1973/10/17

NHKホール

#611 B スワロフスキー、ハンス

モーツァルト、W.A.

交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

1973/10/17

NHKホール

#611 B スワロフスキー、ハンス

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・フアン」 作品20

1973/10/17

NHKホール

#611 B スワロフスキー、ハンス

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

バドゥラ・スコダ、パウル(pf.)/
デムス、イェルク(pf.)

1973/10/20

NHKホール

1973/10/21放送

不詳

1973/11/04放送

不詳

1973/11/07

NHKホール

1973/11/07

#612 C スワロフスキー、ハンス

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

秋山和慶

甲斐直彦

バイオリン協奏曲

豊田耕児(vln.)

NHKラジオ「現代の音楽」

岩城宏之

松村禎三

ピアノ協奏曲 第1番

野島稔(pf.)

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

#613 A ヴィッヒ、ギュンター

ウェーベルン

オーケストラのための5つの小品 作品10

NHKホール

#613 A ヴィッヒ、ギュンター

モーツァルト、W.A.

セレナード ニ長調 K.203

1973/11/07

NHKホール

#613 A ヴィッヒ、ギュンター

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1973/11/11放送

不詳

岩城宏之

柴田南雄

コンソート・オブ・オーケストラ

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1973/11/11放送

不詳

岩城宏之

佐藤真

ソプラノとオーケストラのための交響的瞑想「死
の淵より」

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1973/11/14

NHKホール

#614 B ヴィッヒ、ギュンター

レーガー

モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

1973/11/17

NHKホール

#615 C ヴィッヒ、ギュンター

ヘンデル

組曲「水の上の音楽」

1973/11/17

NHKホール

#615 C ヴィッヒ、ギュンター

ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1973/11/17

NHKホール

#615 C ヴィッヒ、ギュンター

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1973/11/28

Sydney Opera
Haus Concert Hall

岩城宏之

武満徹

ノヴェンバー・ステップス

鶴田錦史(琵琶)/横山勝也(尺八)

シドニー

1973/11/28

Sydney Opera
Haus Concert Hall

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

田中千香士(vln.)

シドニー

1973/11/28

Sydney Opera
Haus Concert Hall

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1973/12/05

NHKホール

#616 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1973/12/05

NHKホール

#616 A 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

1973/12/05

NHKホール

#616 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1973/12/14

NHKホール

#618 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

コダーイ

組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

1973/12/14

NHKホール

#618 B 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

1973/12/14

NHKホール

#618 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ヤナーチェク

シンフォニエッタ

1973/12/19

NHKホール

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：序曲

1973/12/19

NHKホール

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」

1973/12/27

NHKホール

マタチッチ、ロヴロ･フォン

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

第2回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/12/27

NHKホール

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

第2回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/12/27

NHKホール

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

第2回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/12/27

NHKホール

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

第2回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/12/27

NHKホール

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ビゼー(ホフマン)

「カルメン」組曲 第1番：前奏曲 / アルカラの竜
騎兵 / 間奏曲 / アラゴネーズ

第2回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/12/27

NHKホール

マタチッチ、ロヴロ･フォン

ビゼー(ギロー）

「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール

第2回青少年のためのプロムナードコン
サート
「カルメン」組曲の終曲として演奏

1974/01/18

NHKホール

#619 A 秋山和慶

ベルリオーズ

歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

1974/01/18

NHKホール

#619 A 秋山和慶

ショーソン

交響曲 変ロ長調 作品20

1974/01/18

NHKホール

#619 A 秋山和慶

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

1974/01/23

NHKホール

#620 B 秋山和慶

ヴェルディ

歌劇「椿姫」：ああ、そはかの人か―花から花へ ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/23

NHKホール

#620 B 秋山和慶

ヴェルディ

歌劇「リゴレット」：慕わしい人の名は

1974/01/23

NHKホール

#620 B 秋山和慶

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：私の運命は苦しみに満ちて ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/23

NHKホール

#620 B 秋山和慶

レスピーギ

交響詩「ローマの噴水」

1974/01/26

NHKホール

#621 C 秋山和慶

ベルリオーズ

歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

1974/01/26

NHKホール

#621 C 秋山和慶

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：リュドミーラのカ
ヴァティーナ

ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/26

NHKホール

#621 C 秋山和慶

リムスキー・コルサコフ

歌劇「雪娘」：けれど、私はどう したのだろう？

ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/26

NHKホール

#621 C 秋山和慶

ドニゼッティ

歌劇「ルチア」：優しいささやき

ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/26

NHKホール

#621 C 秋山和慶

レスピーギ

交響詩「ローマの祭り」

1974/02/08

NHKホール

#622 A 岩城宏之

別宮貞雄

ヴィオラ協奏曲

1974/02/08

NHKホール

#622 A 岩城宏之

柴田南雄

コンソート・オブ・オーケストラ

1974/02/08

NHKホール

#622 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」
(1947年版)

1974/02/13

NHKホール

#623 B 岩城宏之

武満徹

ウィンター

シドニー

中村紘子(pf.)

日本プロ合唱団連合(chor.)

中沢桂(sop.)/春日成子(alt.)/
丹羽勝海(ten.)/岡村喬生(br.)
/国立音楽大学(chor.)

ルデンコ、ベラ(sop.)

江藤俊哉(vla.)
1973年度第22回尾高賞受賞

1974/02/13

NHKホール

#623 B 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

1974/02/13

NHKホール

#623 B 岩城宏之

柴田南雄

コンソート・オブ・オーケストラ

1974/03/06

NHKホール

#625 A スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

祝典前奏曲 作品61

1974/03/06

NHKホール

#625 A スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1974/03/06

NHKホール

#625 A スウィトナー、オットマール

ブラームス

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1974/03/06

NHKホール

#625 A スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1974/03/15

NHKホール

#626 B スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

1974/03/15

NHKホール

#626 B スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

中村紘子(pf.)

1974/03/15

NHKホール

#626 B スウィトナー、オットマール

マーラー

交響曲 第4番 ト長調

伊藤京子(sop.)

1974/03/21

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「春の声」 作品410

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「南国のばら」 作品388

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

かじ屋のポルカ 作品269

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「水車」 作品57

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

皇帝円舞曲 作品437

スタジオ録音？

1974/03/25

不詳

スウィトナー、オットマール

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「狩り」 作品373

スタジオ録音？

1974/03/30

NHKホール

尾高忠明

ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/03/30

NHKホール

尾高忠明

ヘンデル

オルガン協奏曲 変ロ長調 作品7-3

1974/03/30

NHKホール

尾高忠明

バッハ、J.S.(レスピーギ)

パッサカリア ハ短調 BWV582

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/03/30

NHKホール

尾高忠明

バッハ、J.S.(ストコフスキー)

トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/03/30

NHKホール

尾高忠明

ラヴェル

ボレロ

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/04/17

NHKホール

#628 A

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

プロコフィエフ

ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

1974/04/20

NHKホール

#629 C

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

ショスタコーヴィチ

交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1974/04/20

NHKホール

ショスタコーヴィチ、マキシ
#629 C
ム

1974/04/26

NHKホール

#630 B

1974/04/26

NHKホール

1974/04/26

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

ウェーバージンケ、アマデウス
(org.)

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

ポリーニ、マウリツィオ(pf.)

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

ショスタコーヴィチ

オラトリオ「森の歌」 作品81

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

#630 B

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

ヴェルディ

歌劇「トロヴァトーレ」：炎は燃えて！

レフコ、ヴァレンティナ(alt.)

NHKホール

#630 B

ショスタコーヴィチ、マキシ
ム

チャイコフスキー

歌劇「スペードの女王」 作品
68：やがて真夜中

レフコ、ヴァレンティナ(alt.)

1974/05/08

NHKホール

#631 A ウェラー、ワルター

モーツァルト、W.A.

セレナード ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥル
ナ」

1974/05/08

NHKホール

#631 A ウェラー、ワルター

バルトーク

ヴァイオリン協奏曲 第2番

1974/05/08

NHKホール

#631 A ウェラー、ワルター

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1974/05/11

NHKホール

#632 C ウェラー、ワルター

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
鈴木秀太郎(vln.)
風」

1974/05/18

NHKホール

ウェラー、ワルター

モーツァルト、W.A.

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

1974/05/18

NHKホール

ウェラー、ワルター

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

1974/05/18

NHKホール

ウェラー、ワルター

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/05/18

NHKホール

ウェラー、ワルター

モーツァルト、W.A.

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」：第4楽章

第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/06/13

NHKホール

#634 A 岩城宏之

平義久

オーケストラのためのクロモフォニー

1974/06/13

NHKホール

#634 A 岩城宏之

モーツァルト、W.A.

ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調
K.447

バウマン、ヘルマン(hrn.)

1974/06/13

NHKホール

#634 A 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

バウマン、ヘルマン(hrn.)

1974/06/19

NHKホール

#635 B 岩城宏之

深井史郎

パロディー的な4楽章

1974/06/19

NHKホール

#635 B 岩城宏之

廣瀬量平

チェロ協奏曲「悲 (トリステ)」

1974/06/19

NHKホール

#635 B 岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1974/06/22

NHKホール

#636 C 岩城宏之

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

1974/06/22

NHKホール

#636 C 岩城宏之

石井眞木

ディポール作品196

鈴木秀太郎(vln.)

第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート
クラウス、リリー(pf.)

堀了介(vlc.)

ブレンデル、アルフレート(pf.)

第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/06/22

NHKホール

#636 C 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」

1974/06/22

NHKホール

#636 C 岩城宏之

外山雄三

管弦楽のためのラプソディー

1974/07/31

NHKホール

秋山和慶

メンデルスゾーン

「夏の夜の夢」序曲 作品21

1974/07/31

NHKホール

秋山和慶

メンデルスゾーン

「夏の夜の夢」 作品61：スケルツォ/ 夜想曲 /
結婚行進曲

1974/07/31

NHKホール

秋山和慶

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

田中千香士(vln.)

1974/07/31

NHKホール

秋山和慶

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1974/07/31

NHKホール

秋山和慶

メンデルスゾーン

序曲「フィンガルの洞窟」 作品26

1974/09/06

NHKホール

#637 A 飯守泰次郎

ラヴェル

ピアノ協奏曲 ト長調

1974/09/06

NHKホール

#637 A 飯守泰次郎

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

1974/09/13

NHKホール

#638 C 飯守泰次郎

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1974/09/13

NHKホール

#638 C 飯守泰次郎

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

1974/09/13

NHKホール

#638 C 飯守泰次郎

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

1974/09/18

NHKホール

#639 B 飯守泰次郎

モーツァルト、W.A.

交響曲 第29番 イ長調 K.201

1974/09/18

NHKホール

#639 B 飯守泰次郎

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

1974/09/18

NHKホール

#639 B 飯守泰次郎

カバレフスキー

チェロ協奏曲 第2番 ハ短調 作品77

シャフラン、ダニール(vlc.)

1974/10/19放送

不詳

若杉弘

外山三保子

アルト詩曲

戸嶋由美(alt.)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1974/10/19放送

不詳

秋山和慶

三木稔

破の曲 箏とオーケストラのための協奏曲

野坂恵子(箏)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1974/10/26放送

不詳

森正

諸井誠

交感 第2協奏交響曲

藤舎呂悦(鼓)/園田高弘(pf.)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1974/10/26放送

不詳

尾高忠明

篠原眞

Visions II（幻影II）

藤舎呂悦(鼓)/園田高弘(pf.)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

ティモフェーエワ、リュボーフ
(pf.)

中村紘子(pf.)

1974/10/30

NHKホール

#642 B フルネ、ジャン

トマジ

典礼用ファンファーレ

山口裕子(ミツコ)/加藤道子(母親)/
中津川小学校(子供たち)/東京放送
＜作＞蓬莱泰三
劇団(村人、子供たち)/成田絵智子
＜技術＞高橋宏
(歌)/東京放送児童合唱団(合唱)/東
＜演出＞中川基行
京混声合唱団(合唱)/NHK交響楽団
(管弦楽)東京コンサーツ(管弦楽)

1974/10/30

NHKホール

#642 B フルネ、ジャン

プーランク

オルガン、弦楽器、ティンパニのための協奏曲

島田麗子(org.)

1974/10/30

NHKホール

#642 B フルネ、ジャン

ラヴェル

バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1974/10/30

NHKホール

#642 B フルネ、ジャン

サン・サーンス

交響曲 第3番 ハ短調 作品78

島田麗子(org.)

1974/11/02放送

不詳

尾高忠明

高橋悠治

非楽之楽（コントラディクション）

田中信昭(語り)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1974/11/02放送

不詳

尾高忠明

入野義朗

2本の尺八とオーケストラのための 転
(Wandlungen)

青木静夫(尺八)/横山勝也(尺八)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1974/11/03放送

不詳

岩城宏之

野田暉行

音楽物語「海に落ちたピアノ」

藤舎呂悦(鼓)/園田高弘(pf.)

第26回イタリア賞受賞作品

1974/11/08

NHKホール

#643 C クレー、ベルンハルト

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」 (原典版)

1974/11/08

NHKホール

#643 C クレー、ベルンハルト

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

1974/11/13

NHKホール

#644 A クレー、ベルンハルト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第92番 ト長調 Hob.I-92
「オックスフォード」

1974/11/13

NHKホール

#644 A クレー、ベルンハルト

シュトラウス、リヒャルト

4つの最後の歌

1974/11/13

NHKホール

#644 A クレー、ベルンハルト

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

1974/11/21

NHKホール

#645 B クレー、ベルンハルト

モーツァルト、W.A.

アリア「誠実な心のあなた」
K.217

1974/11/21

NHKホール

#645 B クレー、ベルンハルト

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1974/11/21

NHKホール

#645 B クレー、ベルンハルト

マーラー

交響曲 第10番

1974/11/21

NHKホール

#645 B クレー、ベルンハルト

モーツァルト、W.A.

レチタティーヴォとロンド「もう言わないで、すっ
かりわかりまし た―恐れないで、恋人よ」
K.490

1974/12/06

NHKホール

#646 C スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「アブ・ハッサン」：序曲

1974/12/06

NHKホール

#646 C スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1974/12/06

NHKホール

#646 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1974/12/11

NHKホール

#647 A スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「リューベツァール」序曲

1974/12/11

NHKホール

#647 A スウィトナー、オットマール

ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

1974/12/11

NHKホール

#647 A スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

アルプス交響曲 作品64

1974/12/17

NHKホール

#648 B スウィトナー、オットマール

ウェーバー

歌劇「オベロン」：序曲

1974/12/17

NHKホール

#648 B スウィトナー、オットマール

ブルックナー

交響曲 第3番 ニ短調 (1878年稿)

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

1974/12/22

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

心身障害児のための「第9」公演

田中千香士(vln.)

マティス、エディット(sop.)

マティス、エディット(sop.)

マティス、エディット(sop.)

田中千香士(vln.)

1974/12/22

NHKホール

スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

河原洋子(sop.)/伊原直子(alt.)
/田口興輔(ten.)/岡村喬生
(br.)/国立音楽大学(chor.)

心身障害児のための「第9」公演

1974/12/27放送

不詳

若杉弘

池辺晋一郎

ダイモルフィズム（同質二像）オルガンとオーケ
ストラのために

広野嗣雄(org.)

昭和４９年度芸術祭 優秀賞受賞

コラール前奏曲 BWV654 「愛する魂よ、美しく装
え」

1975/01/22

NHKホール

#649 A ギーレン、ミヒャエル

バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

1975/01/22

NHKホール

#649 A ギーレン、ミヒャエル

バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

来たれ、創り主よ、聖霊なる神よ BWV667

1975/01/22

NHKホール

#649 A ギーレン、ミヒャエル

ツィンマーマン

静寂と反転

1975/01/22

NHKホール

#649 A ギーレン、ミヒャエル

ルトスワフスキ

オーケストラのための書

1975/01/22

NHKホール

#649 A ギーレン、ミヒャエル

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

1975/01/24

NHKホール

#650 C ギーレン、ミヒャエル

モーツァルト、W.A.

セレナード 変ロ長調 K.361

1975/01/29

NHKホール

#651 B ギーレン、ミヒャエル

ハウベンストック･ラマティ

タブロー III

1975/01/29

NHKホール

#651 B ギーレン、ミヒャエル

シェーンベルク

5つの小品 作品16

1975/01/29

NHKホール

#651 B ギーレン、ミヒャエル

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

1975/02/05

NHKホール

#652 A ギーレン、ミヒャエル

モーツァルト、W.A.

セレナード ハ短調 K.388

1975/02/05

NHKホール

#652 A ギーレン、ミヒャエル

マーラー

交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1975/02/21

NHKホール

#653 C シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲 /
第3幕への序奏

1975/02/21

NHKホール

#653 C シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1975/02/21

NHKホール

#653 C シュタイン、ホルスト

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1975/02/26

NHKホール

#654 B シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「リエンチ」：序曲

1975/02/26

NHKホール

#654 B シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死

1975/02/26

NHKホール

#654 B シュタイン、ホルスト

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1975/03/11

NHKホール

シュタイン、ホルスト

柴田南雄

コンソート・オブ・オーケストラ

1975/03/11

NHKホール

シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

三重協奏曲 ハ長調 作品56

1975/03/11

NHKホール

シュタイン、ホルスト

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏

放送開始50周年記念N響の夕べ

1975/04/19

NHKホール

尾高忠明

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/04/19

NHKホール

尾高忠明

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」

1975/04/19

NHKホール

尾高忠明

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/04/19

NHKホール

尾高忠明

シベリウス

組曲「カレリア」 作品11：行進曲

第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/04/23

NHKホール

#658 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1975/04/23

NHKホール

#658 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1975/04/30

NHKホール

#659 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブルックナー
ング

交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

1975/05/02

NHKホール

#660 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
バッハ、J.S.
ング

ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

1975/05/02

NHKホール

#660 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1975/05/02

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#660 C
メンデルスゾーン
ング

1975/05/04放送

不詳

1975/05/07

NHKホール

#661 A

1975/05/07

NHKホール

1975/05/14

森正

丹波明

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

ラーンキ、デジュー(pf.)

放送開始50周年記念N響の夕べ

第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」
オラトリオ・バレエ「蜘蛛の糸」

東京混声合唱団(chor.)

NHKラジオ「現代の音楽」

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

ピアノ協奏曲 第13番 ハ長調
K.415

サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

#661 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

NHKホール

#662 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
マルティヌー
ング

交響曲 第4番

1975/05/14

NHKホール

#662 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
マーラー
ング

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1975/05/26

東京文化会館

アシュケナージ、ウラディー
モーツァルト、W.A.
ミル

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1975/05/26

東京文化会館

アシュケナージ、ウラディー
モーツァルト、W.A.
ミル

ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

コンチェルトの夕べ

1975/05/26

東京文化会館

アシュケナージ、ウラディー
モーツァルト、W.A.
ミル

ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

コンチェルトの夕べ

1975/06/13

NHKホール

#664 C ワルベルク、ハインツ

ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」 作品92

1975/06/13

NHKホール

#664 C ワルベルク、ハインツ

リスト

ピアノ協奏曲 第2番 イ長調

1975/06/13

NHKホール

#664 C ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

セレナード ハ長調 作品48

1975/06/13

NHKホール

#664 C ワルベルク、ハインツ

ブラームス

ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番

1975/06/18

NHKホール

#665 A ワルベルク、ハインツ

ウェーバー

歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

1975/06/18

NHKホール

#665 A ワルベルク、ハインツ

シェーンベルク

清められた夜 作品4

1975/06/18

NHKホール

#665 A ワルベルク、ハインツ

フランク

交響曲 ニ短調

コンチェルトの夕べ

野島稔(pf.)

1975/06/25

NHKホール

#666 B ワルベルク、ハインツ

シューベルト

交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1975/06/25

NHKホール

#666 B ワルベルク、ハインツ

パガニーニ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6

1975/06/25

NHKホール

#666 B ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、リヒャルト

組曲「ばらの騎士」

1975/06/28
1975/06/28

NHKホール
NHKホール

尾高忠明
尾高忠明

オッフェンバック
チャイコフスキー

喜歌劇「天国と地獄」：序曲
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

1975/06/28

NHKホール

尾高忠明

ホルスト

組曲「惑星」 作品32：木星 / 天王星 / 火星

1975/06/28
1975/06/28
1975/06/28
1975/06/28

NHKホール
NHKホール
NHKホール
NHKホール

尾高忠明
尾高忠明
尾高忠明
尾高忠明

ラフマニノフ
スーザ(南安雄)
タイケ(石丸寛)
ステッフ(南安雄)

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
行進曲「星条旗よ永遠なれ」
行進曲「旧友」
リパブリック賛歌

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「千一夜物語」 作品346

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

シュトラウス、ヨーゼフ

かじ屋のポルカ 作品269

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

モーツァルト、L.

アルペンホルン協奏曲

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

チャイコフスキー

イタリア奇想曲 作品45

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

スッペ

喜歌劇「軽騎兵」：序曲

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

マスカーニ

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

リムスキー・コルサコフ

歌劇「サルタン皇帝の物語」：く まばちは飛ぶ

多戸幾久三(tub.)

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

マスネ

歌劇「タイス」：瞑想曲

田中千香士(vln.)

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1975/07/23

NHKホール

尾高忠明

エルガー

行進曲「威風堂々」 作品39-1

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1975/07/30

NHKホール

尾高忠明

ロッシーニ

歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/07/30

NHKホール

尾高忠明

チマローザ(ベンジャミン)

オーボエ協奏曲 ハ短調

宮本文昭(ob.)

第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/07/30

NHKホール

尾高忠明

ロドリーゴ

アランフエスの協奏曲

荘村清志(guit.)

第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/07/30

NHKホール

尾高忠明

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/07/30

NHKホール

尾高忠明

バッハ、J.S.

組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア

第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/08/19

広島郵便貯金会館
ホール

マーガ、オトマー

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

プロムナードコンサート

1975/08/19

広島郵便貯金会館
ホール

マーガ、オトマー

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

プロムナードコンサート

1975/08/19

広島郵便貯金会館
ホール

マーガ、オトマー

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

プロムナードコンサート

1975/08/19

広島郵便貯金会館
ホール

マーガ、オトマー

メンデルスゾーン

序曲「フィンガルの洞窟」 作品26

プロムナードコンサート

1975/08/30

NHKホール

マーガ、オトマー

スッペ

喜歌劇「詩人と農夫」：序曲

第16回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/08/30

NHKホール

マーガ、オトマー

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

1975/08/30

NHKホール

マーガ、オトマー

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

第16回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/08/30

NHKホール

マーガ、オトマー

シュトラウス、ヨハン(2世)

皇帝円舞曲 作品437

第16回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/09/05

NHKホール

#667 C 岩城宏之

石井眞木

オーケストラのための「序」

世界初演

1975/09/05

NHKホール

#667 C 岩城宏之

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

1975/09/05

NHKホール

#667 C 岩城宏之

ラロ

スペイン交響曲 ニ短調 作品21

1975/09/05

NHKホール

#667 C 岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1975/09/10

NHKホール

#668 A 岩城宏之

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

1975/09/10

NHKホール

#668 A 岩城宏之

三善晃

チェロ協奏曲 第1番

1975/09/10

NHKホール

#668 A 岩城宏之

ブルックナー

交響曲 第6番 イ長調

1975/09/17

NHKホール

#669 B 岩城宏之

メンデルスゾーン

「夏の夜の夢」序曲 作品21

1975/09/17

NHKホール

#669 B 岩城宏之

三善晃

チェロ協奏曲 第1番

1975/09/17

NHKホール

#669 B 岩城宏之

ドヴォルザーク

交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1975/10/03

NHKホール

#670 C 外山雄三

武満徹

グリーン

1975/10/03

NHKホール

#670 C 外山雄三

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

1975/10/03

NHKホール

#670 C 外山雄三

バーンスタイン

歌劇「キャンディード」：序曲

1975/10/03

NHKホール

#670 C 外山雄三

バーンスタイン

ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

1975/10/08

NHKホール

#671 A 外山雄三

武満徹

グリーン

1975/10/08

NHKホール

#671 A 外山雄三

ラヴェル

左手のためのピアノ協奏曲

1975/10/08

NHKホール

#671 A 外山雄三

バルトーク

オーケストラのための協奏曲

前橋汀子(vln.)

海野義雄(vln.)

第1回N響ゴールデンポップス
第1回N響ゴールデンポップス
第1回N響ゴールデンポップス

中村紘子(pf.)

千葉馨(hrn.)

藤川真弓(vln.)

第1回N響ゴールデンポップス
第1回N響ゴールデンポップス
第1回N響ゴールデンポップス
第1回N響ゴールデンポップス

「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

第16回青少年のためのプロムナードコン
サート

藤川真弓(vln.)

堤剛(vlc.)

堤剛(vlc.)

田崎悦子(pf.)

安川加寿子(pf.)

1974年度第23回尾高賞受賞

1975/10/15

NHKホール

#672 B 外山雄三

松村禎三

管弦楽のための前奏曲

1975/10/15

NHKホール

#672 B 外山雄三

リスト

ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

1975/10/15

NHKホール

#672 B 外山雄三

シュトラウス、リヒャルト

家庭交響曲 作品53

1975/10/15放送

不詳

森正

端山貢明

６人の打楽器奏者とオーケストラのための「道」
ＤＡＯ

1975/10/15放送

不詳

山田一雄

佐藤眞

交響的変容

1975/11/19

NHKホール

#673 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ブラームス

悲劇的序曲 作品81

1975/11/19

NHKホール

#673 A 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20番 ニ短調
K.466

1975/11/19

NHKホール

#673 A 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

1975/11/26

NHKホール

#674 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ブルックナー

交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1975/11/29

NHKホール

#675 C マタチッチ、ロヴロ･フォン

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

1975/11/29

NHKホール

#675 C マタチッチ、ロヴロ･フォン

ヤナーチェク

シンフォニエッタ

1975/12/04

NHKホール

#676 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「リエンチ」：序曲

1975/12/04

NHKホール

#676 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ジークフリート」：森のささやき

1975/12/04

NHKホール

#676 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

舞台神聖祭典劇「パルシファル」：前奏曲 / 聖金
曜日の不思議

1975/12/04

NHKホール

#676 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト

ヴェーゼンドンクの5つの詩

1975/12/04

NHKホール

#676 A マタチッチ、ロヴロ･フォン

ワーグナー、リヒャルト(マタ
楽劇「神々のたそがれ」 (抜粋)
チッチ)

1975/12/10

NHKホール

#677 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1975/12/10

NHKホール

#677 B マタチッチ、ロヴロ･フォン

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1975/12/17

NHKホール

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」

1976/01/09

NHKホール

#679 A クレー、ベルンハルト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第95番 ハ短調 Hob.I-95

1976/01/09

NHKホール

#679 A クレー、ベルンハルト

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

1976/01/09

NHKホール

#679 A クレー、ベルンハルト

ドビュッシー

交響詩「海」

1976/01/16

NHKホール

#680 C クレー、ベルンハルト

モーツァルト、W.A.

歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

1976/01/16

NHKホール

#680 C クレー、ベルンハルト

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

1976/01/16

NHKホール

#680 C クレー、ベルンハルト

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1976/01/21

NHKホール

#681 B クレー、ベルンハルト

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

1976/01/21

NHKホール

#681 B クレー、ベルンハルト

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1976/01/28
1976/01/28
1976/01/28
1976/01/28

NHKホール
NHKホール
NHKホール
NHKホール

クレー、ベルンハルト
クレー、ベルンハルト
クレー、ベルンハルト
クレー、ベルンハルト

ウェーバー
メンデルスゾーン
サラサーテ
リスト

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
チゴイナーワイゼン 作品20-1
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

1976/01/28

NHKホール

クレー、ベルンハルト

ワーグナー、リヒャルト

1976/01/28

NHKホール

クレー、ベルンハルト

シュトラウス、ヨハン(2世)

コチシュ、ゾルターン(pf.)

NHKラジオ「音楽のおくりもの」
島田麗子(org.)

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

弘中孝(pf.)

堤剛(vlc.)/奥邦夫(vla.)

曽我栄子(sop.)
マタチッチによる抜粋、接続演奏部分は第
1部：第1幕への序奏、「ジークフリートのラ
インの旅」、第1幕終結部、第2部：「ジーク
フリートの死」、「ジークフリートの葬送行進
曲」、第2幕終結部

松本美和子(sop.)/春日成子(alt.)/
ウー、ウィリアム(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学
(chor.)

心身障害児のための「第9」公演

田中千香士(vln.)/徳永健一郎
(vlc.)

カンパネルラ、ミケーレ(pf.)

内田光子(pf.)

清水高師(vln.)
米谷彩子(vln.)
海老彰子(pf.)

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：第
3幕への前奏曲 / 徒弟たちの踊り
ワルツ「ウィーンかたぎ」 作品354

若い芽のコンサート
若い芽のコンサート
若い芽のコンサート
若い芽のコンサート
若い芽のコンサート
若い芽のコンサート

1976/01/31

NHKホール

尾高忠明

チャイコフスキー

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

1976/01/31

NHKホール

尾高忠明

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

1976/01/31

NHKホール

尾高忠明

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/01/31

NHKホール

尾高忠明

ドヴォルザーク

スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番

第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/02/06

NHKホール

#682 A ドレヴァンツ、ハンス

モーツァルト、W.A.

交響曲 第25番 ト短調 K.183

1976/02/06

NHKホール

#682 A ドレヴァンツ、ハンス

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

1976/02/06

NHKホール

#682 A ドレヴァンツ、ハンス

シューマン、ローベルト

交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1976/02/13

NHKホール

#683 C ドレヴァンツ、ハンス

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

1976/02/13

NHKホール

#683 C ドレヴァンツ、ハンス

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1976/02/13

NHKホール

#683 C ドレヴァンツ、ハンス

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1976/02/18

NHKホール

#684 B ドレヴァンツ、ハンス

ツィンマーマン

フォトプトシス

1976/02/18

NHKホール

#684 B ドレヴァンツ、ハンス

モーツァルト、W.A.

協奏交響曲 変ホ長調 K.364

1976/02/18

NHKホール

#684 B ドレヴァンツ、ハンス

ドビュッシー

バレエ音楽「遊戯」

第18回青少年のためのプロムナードコン
サート
松浦豊明(pf.)

藤村佑子(pf.)

ケイティン、ペーター(pf.)

田中千香士(vln.)/ジュランナ、ブ
ルーノ(vla.)

第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/02/18

NHKホール

#684 B ドレヴァンツ、ハンス

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1976/03/10

NHKホール

#685 A 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」

1976/03/10

NHKホール

#685 A 岩城宏之

武満徹

カトレーン I

浜中浩一(cl.)/田中千香士(vln.)/徳
永健一郎(vlc.)/本荘玲子(pf.)

1976/03/10

NHKホール

#685 A 岩城宏之

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

東京混声合唱団(chor.)

1976/03/12

NHKホール

#686 C 岩城宏之

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

1976/03/12

NHKホール

#686 C 岩城宏之

三善晃

チェロ協奏曲 第1番

1976/03/12

NHKホール

#686 C 岩城宏之

リムスキー・コルサコフ

交響組曲「シェエラザード」 作品35

1976/03/18

NHKホール

#687 B 岩城宏之

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「死と変容」 作品24

1976/03/25

NHKホール

岩城宏之

イェルネフェルト

前奏曲

第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/03/25

NHKホール

岩城宏之

イェルネフェルト

こもり歌

第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/03/25

NHKホール

岩城宏之

シベリウス

交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥

第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/03/25

NHKホール

岩城宏之

グリーグ

ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

1976/03/25

NHKホール

岩城宏之

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1976/04/30

NHKホール

#688 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シュトラウス、リヒャルト
ング

組曲「町人貴族」 作品60

1976/04/30

NHKホール

#688 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
マルタン
ング

小協奏交響曲

1976/04/30

NHKホール

#688 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1976/05/07

NHKホール

#690 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1976/05/07

NHKホール

#690 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
メンデルスゾーン
ング

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1976/05/07

NHKホール

#690 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1976/05/14

NHKホール

#691 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ストラヴィンスキー
ング

3楽章の交響曲

1976/05/14

NHKホール

#691 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1976/05/21

NHKホール

#693 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

1976/05/21

NHKホール

#693 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1976/05/28

NHKホール

#694 A 外山雄三

モーツァルト、W.A.

交響曲 第27番 ト長調 K.199

1976/05/28

NHKホール

#694 A 外山雄三

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

1976/05/28

NHKホール

#694 A 外山雄三

ドップラー

ハンガリー田園幻想曲

1976/05/28

NHKホール

#694 A 外山雄三

プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：モンタギュー家とキャピュ
レット家 / 少女ジュリエット/ 仮 面 / ロメオと
ジュリエット/ タイボルトの死 /ジュリエットの墓
の前 のロメオ

1976/06/02

NHKホール

#695 B 外山雄三

モーツァルト、W.A.

交響曲 第21番 イ長調 K.134

1976/06/02

NHKホール

#695 B 外山雄三

ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

1976/06/02

NHKホール

#695 B 外山雄三

ショスタコーヴィチ

交響曲 第6番 ロ短調 作品54

1976/06/03

NHKホール

#695 B 外山雄三

モーツァルト、W.A.

交響曲 第21番 イ長調 K.134

1976/06/03

NHKホール

#695 B 外山雄三

ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

1976/06/03

NHKホール

#695 B 外山雄三

ショスタコーヴィチ

交響曲 第6番 ロ短調 作品54

1975年度第24回尾高賞受賞

堤剛(vlc.)

弘中孝(pf.)

第20回青少年のためのプロムナードコン
サート
第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

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

ボレット、ホルヘ(pf.)

ゴールウェイ、ジェームズ(fl.)/
篠崎史子(hrp.)

久保陽子(vln.)

久保陽子(vln.)

1976/06/04

NHKホール

#696 C 外山雄三

プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：モンタギュー家とキャピュ
レット家 / 少女ジュリエット/ 仮 面 / ロメオと
ジュリエット/ タイボルトの死 /ジュリエットの墓
の前 のロメオ

1976/06/04

NHKホール

#696 C 外山雄三

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1976/06/12

NHKホール

外山雄三

ビゼー

交響曲 第1番 ハ長調

1976/06/12

NHKホール

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

1976/06/12

NHKホール

外山雄三

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」

第21回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/07/03

NHKホール

森正

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

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1976/07/03

NHKホール

森正

ラロ

スペイン交響曲 ニ短調 作品21

江藤俊哉(vln.)

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1976/07/03

NHKホール

森正

クライスラー

ウィーン奇想曲 作品2

江藤俊哉(vln.)

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

第21回青少年のためのプロムナードコン
サート
ティモフェーエワ、リュボーフ
(pf.)

第21回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/07/03

NHKホール

森正

ディニク&ハイフェッツ&シュ
ホラ・スタカート
ミット

1976/07/03

NHKホール

森正

ヴィニャフスキ

モスクワの思い出 作品6

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1976/07/03

NHKホール

森正

ヤング(若松正司)

八十日間世界一周

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1976/07/03

NHKホール

森正

ルグラン(服部克久)

映画「シェルブールの雨傘」から

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1976/07/03

NHKホール

森正

ジャール(小野崎孝輔)

映画「アラビアのローレンス」から

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1976/07/03

NHKホール

森正

グリーグ

2つの悲しい旋律 作品34：過ぎた春

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections
ミュージカル映画「ソング・オブ・ノーウェ
イ」使用曲

1976/07/03

NHKホール

森正

チャイコフスキー

イタリア奇想曲 作品45

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

1976/07/07

NHKホール

#697 A 秋山和慶

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1976/07/07

NHKホール

#697 A 秋山和慶

パガニーニ

ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6

1976/07/07

NHKホール

#697 A 秋山和慶

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1976/07/09

NHKホール

#698 C 秋山和慶

モーツァルト、W.A.

歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1976/07/09

NHKホール

#698 C 秋山和慶

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」

1976/07/09

NHKホール

#698 C 秋山和慶

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1976/08/21

NHKホール

森正

スメタナ

交響詩「モルダウ」

1976/08/21

NHKホール

森正

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1976/08/21

NHKホール

森正

リスト

交響詩「レ・プレリュード」

第23回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/08/21

NHKホール

森正

チャイコフスキー

イタリア奇想曲 作品45

第23回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/08/21

NHKホール

森正

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「美しく青きドナウ」 作品
314

第23回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/09/02

1976/09/02

1976/09/20

1976/09/26

NHKホール

NHKホール

NHKホール

NHKホール

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

マシーニ、ジャンフランコ

デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

マスカーニ

レオンカヴァルロ

チレーア

ヴェルディ

江藤俊哉(vln.)

パールマン、イツァーク(vln.)

野島稔(pf.)

第23回青少年のためのプロムナードコン
サート
中村紘子(pf.)

歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」

コッソット、フィオレンツァ(mez.sop.)/
ノヴィエルリ、ガブリエルラ(sop.)/ドミ
ンゴ、プラシド(ten.)/ドラーツィ、アッ
ティリオ(br.)/ヴェルリ、ネッラ
(mez.sop.)/日本合唱協会
(chor.)

歌劇「道化師」

ヌンツィアータ、エレナ(sop.)/ドミン
ゴ、プラシド(ten.)/ディ・ベルラ、ベ
ニート(br.)/デ・パルマ、ピエロ(ten.)/
サッコマーニ、ロレンツォ(br.)/ディ・
ヴィエトリ、ピエトロ(ten.)/マッツォッ
タ、パオロ(br.)/日本合唱協会
(chor.)/ひばり児童合唱団
(childrenchor.)

歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」

カバリエ、モンセラット(sop.)/コッソッ
ト、フィオレンツァ(mez.sop.)/カレーラ
ス、ホセ(ten.)/ヴィンコ、イヴォ(bs.)/
デ・パルマ、ピエロ(ten.)/ドラーツィ、
アッティリオ(br.)/フォルトゥナート、シ
ルリ(sop.)/ヴェルリ、ネッラ
(mez.sop.)/マッツォッタ、パオロ(br.)/
ディ・ヴィエトリ、ピエトロ(ten.)/高橋
啓三(bs.)/日本合唱協会(chor.)

歌劇「シモン・ボッカネグラ」

カップッチルリ、ピエロ(br.)/ギャウロ
フ、ニコライ(bs.)/サッコマーニ、ロレ
ンツォ(br.)/マッツォッタ、パオロ(br.)/
リッチャレルリ、カーティアsop./メリー
ギ、ジヨルジヨ(ten.)/ディ・ヴィエトリ、
ピエトロ(ten.)/フォルトゥナート、シル
リsop./日本プロ合唱団連合(chor.)

カバリエ、モンセラット(sop.)/コッソッ
ト、フィオレンツァ(mez.sop.)/カレーラ
ス、ホセ(ten.)/ヴィンコ、イヴォ(bs.)/
デ・パルマ、ピエロ(ten.)/ドラーツィ、
アッティリオ(br.)/フォルトゥナート、シ
ルリ(sop.)/ヴェルリ、ネッラ
(mez.sop.)/マッツォッタ、パオロ(br.)/
ディ・ヴィエトリ、ピエトロ(ten.)/高橋
啓三(bs.)/日本合唱協会(chor.)

1976/09/28

NHKホール

マシーニ、ジャンフランコ

チレーア

歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」

1976/10/08

NHKホール

尾高忠明

三善晃

管弦楽のための協奏曲

1976/10/08

NHKホール

#700 C 尾高忠明

バルトーク

ピアノ協奏曲 第3番

第5回N響ゴールデンポップス旅情のシン
フォニーSymphonicjourneyreflections

フランクル、ピーター(pf.)

第23回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/10/08

NHKホール

1976/10/10放送

不詳

1976/10/10放送

不詳

1976/10/13

#700 C 尾高忠明

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

小松一彦

篠原眞

25人の器楽奏者のためのエガリザシオン

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

小松一彦

近藤譲

鳥楽器の役割

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

NHKホール

#701 B 山田一雄

黛敏郎

曼荼羅交響曲

1976/10/13

NHKホール

#701 B 山田一雄

リスト

ピアノ協奏曲 第2番 イ長調

1976/10/20

NHKホール

#702 A 岩城宏之

ストラヴィンスキー

バレエ音楽「春の祭典」

1976/10/20

NHKホール

#702 A 岩城宏之

武満徹

マージナリア

1976/10/23

NHKホール

岩城宏之

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1976/10/23

NHKホール

岩城宏之

サン・サーンス

ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22

1976/11/05

NHKホール

#703 C スウィトナー、オットマール

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1976/11/05

NHKホール

#703 C スウィトナー、オットマール

ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1976/11/05

NHKホール

#703 C スウィトナー、オットマール

ワーグナー、リヒャルト

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

1976/11/12

NHKホール

#704 A スウィトナー、オットマール

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1976/11/17

NHKホール

#705 B スウィトナー、オットマール

シューマン、ローベルト

交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1976/12/01

NHKホール

#706 A ライトナー、フェルディナント バッハ、J.S.

1976/12/01

NHKホール

#706 A ライトナー、フェルディナント 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」

1976/12/01

NHKホール

#706 A ライトナー、フェルディナント ワーグナー、リヒャルト

楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死

1976/12/01

NHKホール

#706 A ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1976/12/08

NHKホール

#707 B ライトナー、フェルディナント マーラー

亡き子をしのぶ歌

1976/12/08

NHKホール

#707 B ライトナー、フェルディナント シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1976/12/15

NHKホール

ライトナー、フェルディナント ウェーバー

歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1976/12/15

NHKホール

ライトナー、フェルディナント ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

1976/12/15

NHKホール

ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1976/12/17

NHKホール

#708 C ライトナー、フェルディナント ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

1976/12/17

NHKホール

#708 C ライトナー、フェルディナント シュポーア(シュミッツ)

フルート協奏曲 イ短調

1976/12/17

NHKホール

#708 C ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1976/12/22

NHKホール

ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン

1977/01/12

NHKホール

#709 A ヴィッヒ、ギュンター

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

1977/01/12

NHKホール

#709 A ヴィッヒ、ギュンター

ヴィニャフスキ

ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22

1977/01/12

NHKホール

#709 A ヴィッヒ、ギュンター

ベートーヴェン

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

1977/01/21

NHKホール

#710 C ヴィッヒ、ギュンター

リスト

ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

1977/01/21

NHKホール

#710 C ヴィッヒ、ギュンター

ヒンデミット

交響曲 「画家マチス」

1977/01/26

NHKホール

#711 B ヴィッヒ、ギュンター

モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1977/01/26

NHKホール

#711 B ヴィッヒ、ギュンター

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

1977/02/04

NHKホール

#712 C 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

1977/02/04

NHKホール

#712 C ローゼンストック、ジョセフ

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1977/02/16

NHKホール

#714 B ローゼンストック、ジョセフ

ロッシーニ

歌劇「シンデレラ」：序曲

1977/02/16

NHKホール

#714 B ローゼンストック、ジョセフ

ボロディン

交響曲 第2番 ロ短調

1977/02/19

NHKホール

ローゼンストック、ジョセフ

モーツァルト、W.A.

3台のピアノのための協奏曲 ヘ長調 K.242

1977/02/19

NHKホール

ローゼンストック、ジョセフ

シベリウス

交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥

第7回N響ゴールデンポップス

1977/02/23

NHKホール

ローゼンストック、ジョセフ

メンデルスゾーン

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

N響創立50周年記念管弦楽の夕べ

1977/02/23

NHKホール

ローゼンストック、ジョセフ

モーツァルト、W.A.

歌劇「イドメネオ」 バレエ音楽
K.367

N響創立50周年記念管弦楽の夕べ

1977/02/23

NHKホール

ローゼンストック、ジョセフ

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

N響創立50周年記念管弦楽の夕べ

1977/03/05

埼玉会館（浦和市）

岩城宏之

チャイコフスキー

イタリア奇想曲 作品45

第12回心身障害児のためのN響演奏会

1977/03/05

埼玉会館（浦和市）

岩城宏之

チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ファルヴァイ、シャーンドル(pf.)

第25回青少年のためのプロムナードコン
サート
木村かをり(pf.)

第25回青少年のためのプロムナードコン
サート

ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ソウクポヴァー、ヴェラ(alt.)

第6回N響ゴールデンポップスライトナー／
フデチェク特別演奏会
フデチェク、ヴァーツラフ(vln.)

第6回N響ゴールデンポップスライトナー／
フデチェク特別演奏会
第6回N響ゴールデンポップスライトナー／
フデチェク特別演奏会

マイゼン、パウル(fl.)

シュミッツがヴァイオリン協奏曲第8番をフ
ルート協奏曲に編曲

ジュポルトヴァ、エヴァ(sop.)/ソウク
ポヴァー、ヴェラ(alt.)/プルシビル、
ヴィレーム(ten.)/ベルマン、カレル
(br.)/国立音楽大学(chor.)

前橋汀子(vln.)

キッシュ、ジュラ(pf.)

ラルデ、クリスチャン(fl.)/ジャメ、マ
リー・クレール(hrp.)

安川加寿子(pf.)/深沢亮子(pf.)
/ローゼンストック、ジョセフ(pf.)

前橋汀子(vln.)

第7回N響ゴールデンポップス

第12回心身障害児のためのN響演奏会

1977/03/05

埼玉会館（浦和市）

1977/03/09

NHKホール

1977/03/09

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

第12回心身障害児のためのN響演奏会

#715 A 岩城宏之

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

NHKホール

#715 A 岩城宏之

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1977/03/09

NHKホール

#715 A 岩城宏之

石井眞木

日本太鼓とオーケストラのための「モノ・プリズ
ム」 作品29

鬼太鼓座(Japanesedrummersgroup) 1976年度第25回尾高賞受賞

1977/03/11

NHKホール

#716 C 岩城宏之

武満徹

カトレーン I

内山洋(cl.)/田中千香士(vln.)/徳永
健一郎(vlc.)/木村かをり(pf.)

1977/03/11

NHKホール

#716 C 岩城宏之

シューマン、ローベルト

ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

シフ、アンドラーシュ(pf.)

1977/03/16

世田谷区民会館

岩城宏之

ヘンデル(ハーティ)

組曲「王宮の花火の音楽」：序曲

第8回N響ゴールデンポップス映画「ジョン
とメリー」使用曲

1977/03/16

世田谷区民会館

岩城宏之

パッヘルベル

カノン ニ長調

第8回N響ゴールデンポップス映画「夫婦」
使用曲

1977/03/16

世田谷区民会館

岩城宏之

ヴィヴァルディ

ピッコロ協奏曲 ハ長調：第2楽章

第8回N響ゴールデンポップス映画「野生
の少年」使用曲

1977/03/16

世田谷区民会館

岩城宏之

ロジャーズ(ベネット)

シンフォニック・シナリオ「南太平洋」

第8回N響ゴールデンポップスミュージカル
「南太平洋」解説によると、ミュージカルの
上演の際ベネットがミュージカルの中の
ヒットナンバーを演奏会用作品にし、シン
フォニック・シナリオ「南太平洋」と名づけた

1977/03/16

世田谷区民会館

岩城宏之

アダムス、A.エメット(バー
ドゥン)

セント・メリーの鐘

第8回N響ゴールデンポップス映画「セント・
メリーの鐘」使用曲

1977/03/16

世田谷区民会館

岩城宏之

リスト

ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調

第8回N響ゴールデンポップス映画「オーケ
ストラの少女」使用曲

1977/03/16

世田谷区民会館

岩城宏之

リスト

交響詩「レ・プレリュード」

第8回N響ゴールデンポップス映画「栄光
への序曲」

1977/03/16
1977/03/16
1977/03/16

世田谷区民会館
世田谷区民会館
世田谷区民会館

岩城宏之
岩城宏之
岩城宏之

シュタイナー(服部克久)
レイ(若松正司)
ロビンソン(宮川泰)

映画「風とともに去りぬ」：タラのテーマ
映画「白い恋人たち」から
映画「駅馬車」から

第8回N響ゴールデンポップス
第8回N響ゴールデンポップス
第8回N響ゴールデンポップス

ロージャ(小野崎孝輔)

映画「ベン・ハー」組曲

第8回N響ゴールデンポップスプログラム
解説には「今夜の組曲は、ベン・ハーの愛
のテーマ、ローマ行進曲、海戦、奇跡とフィ
ナーレなどからなっています」と記載されて
いる

1977/03/16

世田谷区民会館

岩城宏之

1977/03/24

NHKホール

#717 B 岩城宏之

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1977/03/24

NHKホール

#717 B 岩城宏之

廣瀬量平

尺八とオーケストラのための協奏曲

1977/03/24

NHKホール

#717 B 岩城宏之

ブラームス

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1977/04/08

NHKホール

#718 C ギーレン、ミヒャエル

矢代秋雄

ピアノ協奏曲

1977/04/08

NHKホール

#718 C ギーレン、ミヒャエル

マーラー

交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

1977/04/13

NHKホール

#719 A ギーレン、ミヒャエル

ベルク

3つの管弦楽曲 作品6

1977/04/13

NHKホール

#719 A ギーレン、ミヒャエル

ドヴォルザーク

ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

1977/04/13

NHKホール

#719 A ギーレン、ミヒャエル

シューマン、ローベルト

交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1977/04/22

NHKホール

#720 B ギーレン、ミヒャエル

湯浅譲二

オーケストラの時の時

1977/04/22

NHKホール

#720 B ギーレン、ミヒャエル

シェーンベルク

管弦楽のための変奏曲 作品31

1977/04/22

NHKホール

#720 B ギーレン、ミヒャエル

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

山本邦山(尺八)

中村紘子(pf.)

藤川真弓(vln.)

世界初演

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

1977/04/29

NHKホール

#721 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
シューマン、ローベルト
ング

ゲーテのファウストからの情景

1977/05/06

NHKホール

#722 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
モーツァルト、W.A.
ング

交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1977/05/12

NHKホール

#723 B

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

1977/05/12

NHKホール

#723 B

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

サヴァリッシュ、ウォルフガング
(pf.)

1977/05/28

NHKホール

ワルベルク、ハインツ

サン・サーンス

ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

キム、ヤン・ウク(vln.)

1977/06/01

NHKホール

#724 A ワルベルク、ハインツ

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

ソコロフ、グリゴリー(pf.)

1977/06/08

NHKホール

#725 B ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

クレメル、ギドン(vln.)

1977/06/08

NHKホール

#725 B ワルベルク、ハインツ

マーラー

交響曲 第5番 嬰ハ短調

1977/06/10

NHKホール

#726 C ワルベルク、ハインツ

ジョンゲン

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

1977/06/10

NHKホール

#726 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

1977/06/10

NHKホール

#726 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

アンネン・ポルカ 作品117

第30回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/06/10

NHKホール

1977/06/20

東京文化会館

1977/06/20

#726 C ワルベルク、ハインツ
ワルベルク、ハインツ

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨーゼフ

かじ屋のポルカ 作品269

モーツァルト、W.A.

歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

モーツァルトの夕べ

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

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

1977/06/20

東京文化会館

ワルベルク、ハインツ

モーツァルト、W.A.

レクイエム K.626

1977/07/09

NHKホール

岩城宏之

ロッシーニ

歌劇「絹のはしご」：序曲

第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/07/09

NHKホール

岩城宏之

ポンキエルリ

歌劇「ジョコンダ」：時の踊り

第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/07/09

NHKホール

岩城宏之

マスネ

歌劇「タイス」：瞑想曲

第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/07/09

NHKホール

岩城宏之

ムソルグスキー

交響詩「はげ山の一夜」

第13回心身障害児のためのN響演奏会
第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/07/09

NHKホール

岩城宏之

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

1977/07/09

NHKホール

岩城宏之

トマ

歌劇「ミニョン」：序曲

第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/07/09

NHKホール

岩城宏之

ワルトトイフェル

ワルツ「スケートをする人々」 作品183

第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/07/09

NHKホール

岩城宏之

ヴォルフ･フェラーリ

歌劇「聖母の宝石」：間奏曲

第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/08/13

NHKホール

岩城宏之

ベートーヴェン

「エグモント」 作品84：序曲

第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/08/13

NHKホール

岩城宏之

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

1977/08/13

NHKホール

岩城宏之

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/08/13

NHKホール

岩城宏之

シューベルト

ロザムンデ D.797：間奏曲

第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/09/07

NHKホール

#727 A 外山雄三

ウェーバー

歌劇「リューベツァール」序曲

1977/09/07

NHKホール

#727 A 外山雄三

シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

1977/09/07

NHKホール

#727 A 外山雄三

ショスタコーヴィチ

交響曲 第10番 ホ短調 作品93

1977/09/14

NHKホール

#728 B 外山雄三

バルトーク

バレエ組曲

1977/09/16

NHKホール

#729 C 外山雄三

ラヴェル

ボレロ

1977/10/01

NHKホール

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：序曲

1977/10/01

NHKホール

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

1977/10/01

NHKホール

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1977/10/06

NHKホール

#730 A 岩城宏之

ショスタコーヴィチ

交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1977/10/06

NHKホール

#730 A 岩城宏之

廣瀬量平

尺八とオーケストラのための協奏曲

山本邦山(尺八)

1977/10/06

NHKホール

#730 A 岩城宏之

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

ベルマン、ラーサリ(pf.)

1977/10/12

NHKホール

#731 B 岩城宏之

石井眞木

日本太鼓とオーケストラのための「モノ・プリズ
ム」 作品29

小口大八と御諏訪太鼓
(Japanesedrummersgroup)

1977/10/12

NHKホール

#731 B 岩城宏之

バルトーク

オーケストラのための協奏曲

1977/10/21

NHKホール

#732 C 岩城宏之

モーツァルト、W.A.

交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

1977/10/21

NHKホール

#732 C 岩城宏之

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第17番 ト長調
K.453

1977/10/21

NHKホール

#732 C 岩城宏之

マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1977/10/30放送

不詳

山田一雄

別宮貞雄

交響曲 第2番

1977/10/30放送

不詳

山田一雄

野田暉行

ピアノ協奏曲

1977/11/11

NHKホール

#733 C

ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

シューベルト

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

1977/11/11

NHKホール

#733 C

ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・フアン」 作品20

1977/11/11

NHKホール

ピターミッツ、アレクサン
#733 C
ダー･フォン

ブラームス

ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

1977/11/16

NHKホール

#734 A

ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

シューベルト

ロザムンデ D.797：序曲

1977/11/16

NHKホール

#734 A

ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

メンデルスゾーン

ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

1977/11/16

NHKホール

#734 A

ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1977/11/18

NHKホール

#735 B

ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

モーツァルト、W.A.

歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

1977/11/18

NHKホール

#735 B

ピターミッツ、アレクサン
ダー･フォン

ブルックナー

交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1977/12/01

NHKホール

#736 A シュタイン、ホルスト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

1977/12/01

NHKホール

#736 A シュタイン、ホルスト

ヒンデミット

フィルハーモニー協奏曲

1977/12/01

NHKホール

#736 A シュタイン、ホルスト

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「英雄の生涯」 作品40

田中千香士(vln.)

第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

潮田益子(vln.)

徳永健一郎(vlc.)

ヘブラー、イングリート(pf.)

NHKラジオ「音楽のおくりもの」
神谷郁代(pf.)

徳永二男(vln.)/徳永健一郎
(vlc.)

塩川悠子(vln.)

田中千香士(vln.)

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1977/12/07

NHKホール

#737 B シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1977/12/07

NHKホール

#737 B シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

1977/12/07

NHKホール

#737 B シュタイン、ホルスト

ベートーヴェン

交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1977/12/09

NHKホール

#738 C シュタイン、ホルスト

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

1978/01/12

NHKホール

#739 A ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1978/01/12

NHKホール

#739 A ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

1978/01/12

NHKホール

#739 A ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

1978/01/19

NHKホール

#740 B ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1978/01/19

NHKホール

#740 B ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ バルトーク

ヴィオラ協奏曲

1978/01/19

NHKホール

#740 B ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ シュトラウス、リヒャルト

交響詩「死と変容」 作品24

1978/01/27

NHKホール

#741 C ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

1978/01/27

NHKホール

#741 C ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ショパン

ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

1978/01/27

NHKホール

#741 C ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1978/02/04
1978/02/04
1978/02/04

NHKホール
NHKホール
NHKホール

1978/02/09

NHKホール

1978/02/09

外山雄三
外山雄三
外山雄三

クリーン、ワルター(pf.)

クリーン、ワルター(pf.)

コチシュ、ゾルターン(pf.)

今井信子(vla.)

アウアー、エドワード(pf.)

外山雄三
矢代秋雄
黛敏郎

交響曲「帰国」
ピアノ協奏曲
涅槃交響曲

#742 A ワラット、ハンス

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

NHKホール

#742 A ワラット、ハンス

プロコフィエフ

ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63

1978/02/09

NHKホール

#742 A ワラット、ハンス

ショスタコーヴィチ

交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1978/02/15

NHKホール

#743 B ワラット、ハンス

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

1978/02/15

NHKホール

#743 B ワラット、ハンス

モーツァルト、W.A.

協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9

1978/02/15

NHKホール

#743 B ワラット、ハンス

シューマン、ローベルト

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1978/02/24

NHKホール

#744 C ワラット、ハンス

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1978/02/24

NHKホール

#744 C ワラット、ハンス

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

1978/02/24

NHKホール

#744 C ワラット、ハンス

ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1978/03/03

NHKホール

森正

グリンカ

歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1978/03/03

NHKホール

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

1978/03/03

NHKホール

森正

ボロディン

歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

第12回N響ゴールデンポップス協奏曲の
夕べ

1978/03/03

NHKホール

森正

ハチャトゥリアン

バレエ組曲「ガイーヌ」：ばらの少女たちの踊り

第12回N響ゴールデンポップス協奏曲の
夕べ

1978/04/14

NHKホール

#748 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

1978/04/14

NHKホール

#748 C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1978/04/19

NHKホール

#749 A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベートーヴェン
ング

ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

1978/04/19

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#749 A
ベートーヴェン
ング

1978/05/03

NHKホール

#750 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ヴォルジシェク
ング

シンフォニア ニ長調

1978/05/03

NHKホール

#750 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ベルガー
ング

ロンディーノ・ジョコーゾ

1978/05/03

NHKホール

#750 B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ショスタコーヴィチ
ング

交響曲 第8番 ハ短調 作品65

1978/05/25

NHKホール

#752 B 井上道義

ロッシーニ

歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1978/05/25

NHKホール

#752 B 井上道義

ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

1978/05/25

NHKホール

#752 B 井上道義

プロコフィエフ

古典交響曲 ニ長調 作品25

1978/05/25

NHKホール

#752 B 井上道義

ドビュッシー

交響詩「海」

1978/05/31

NHKホール

#753 A 小林研一郎

ヴェルディ

歌劇「運命の力」：序曲

1978/05/31

NHKホール

#753 A 小林研一郎

ファリャ

交響的印象「スペインの庭の夜」

1978/05/31

NHKホール

#753 A 小林研一郎

ベルリオーズ

幻想交響曲 作品14

1978/06/03

NHKホール

小林研一郎

メンデルスゾーン

1978/06/03

NHKホール

小林研一郎

ショパン

1978/06/03

NHKホール

小林研一郎

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1978/06/03

NHKホール

小林研一郎

チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：行進曲

1978/06/09

NHKホール

#754 C チェッカート、アルド

ショスタコーヴィチ

交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1978/06/09

NHKホール

#754 C チェッカート、アルド

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

中村紘子(pf.)
日本合唱協会(chor.)

鈴木秀太郎(vln.)

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

中村紘子(pf.)

第12回N響ゴールデンポップス協奏曲の
夕べ
海野義雄(vln.)

ポリーニ、マウリツィオ(pf.)

ギレリス、エミール(pf.)

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26
ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

合唱指揮：田中信昭

フレイレ、ネルソン(pf.)

デ・ラローチャ、アリシア(pf.)

遠藤郁子(pf.)

第12回N響ゴールデンポップス協奏曲の
夕べ

1978/06/14

NHKホール

#755 B チェッカート、アルド

ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

交響詩「はげ山の一夜」

1978/06/14

NHKホール

#755 B チェッカート、アルド

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

1978/06/14

NHKホール

#755 B チェッカート、アルド

ムソルグスキー(ラヴェル)

組曲「展覧会の絵」

1978/06/21

NHKホール

#756 A チェッカート、アルド

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

1978/06/21

NHKホール

#756 A チェッカート、アルド

シューベルト

交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1978/06/21

NHKホール

#756 A チェッカート、アルド

ドヴォルザーク

交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1978/07/12

不詳

石井眞木

失われた響き（ロスト・サウンズ）Ⅲ

1978/09/27

NHKホール

#757 A 外山雄三

リスト

交響詩「レ・プレリュード」

1978/09/27

NHKホール

#757 A 外山雄三

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第45番 嬰ヘ短調
Hob.I-45 「告別」

1978/09/27

NHKホール

#757 A 外山雄三

シュトラウス、リヒャルト

交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

1978/10/04

NHKホール

#759 B 外山雄三

バーンスタイン

交響組曲「波止場」

1978/10/04

NHKホール

#759 B 外山雄三

ガーシュウィン

コンチェルト・イン・F

1978/10/04

NHKホール

#759 B 外山雄三

プロコフィエフ

交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1978/10/13

NHKホール

#760 C ツェンダー、ハンス

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

1978/10/13

NHKホール

#760 C ツェンダー、ハンス

ラッヘンマン

響影

1978/10/13

NHKホール

#760 C ツェンダー、ハンス

ベートーヴェン

交響曲 第7番 イ長調 作品92

1978/10/18

NHKホール

#761 A ツェンダー、ハンス

シューマン、ローベルト

序曲、スケルツォとフィナーレ作品52

1978/10/18

NHKホール

#761 A ツェンダー、ハンス

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

1978/10/18

NHKホール

#761 A ツェンダー、ハンス

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」

1978/10/25

NHKホール

#762 B ツェンダー、ハンス

メシアン

さればわれ死者の復活を待ち望む

1978/11/08

NHKホール

#763 A デルヴォー、ピエール

シャブリエ

歌劇「グヴァンドリーヌ」：序曲

1978/11/08

NHKホール

#763 A デルヴォー、ピエール

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

エドシーク、エリック(pf.)

1978/11/08

NHKホール

#763 A デルヴォー、ピエール

ベルリオーズ

交響曲「イタリアのハロルド」 作品16

菅沼準二(vla.)

1978/11/15

NHKホール

#764 B デルヴォー、ピエール

ドビュッシー

夜想曲：雲 / 祭り

1978/11/15

NHKホール

#764 B デルヴォー、ピエール

プーランク

オルガン、弦楽器、ティンパニのための協奏曲

イゾアール、アンドレ(org.)

1978/11/15

NHKホール

#764 B デルヴォー、ピエール

サン・サーンス

交響曲 第3番 ハ短調 作品78

イゾアール、アンドレ(org.)

1978/11/17

NHKホール

#765 C デルヴォー、ピエール

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

1978/11/17

NHKホール

#765 C デルヴォー、ピエール

ドビュッシー

夜想曲：雲 / 祭り

1978/11/17

NHKホール

#765 C デルヴォー、ピエール

ドビュッシー

クラリネットとオーケストラのための狂詩曲 第1
番

1978/11/17

NHKホール

#765 C デルヴォー、ピエール

デュカス

交響詩｢魔法使いの弟子｣

1978/11/17

NHKホール

#765 C デルヴォー、ピエール

ラヴェル

道化師の朝の歌

1978/11/17

NHKホール

#765 C デルヴォー、ピエール

ラヴェル

ボレロ

1978/12/01

NHKホール

#766 C ノイマン、ヴァーツラフ

スメタナ

歌劇「売られた花嫁」：序曲

1978/12/01

NHKホール

#766 C ノイマン、ヴァーツラフ

ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

1978/12/01

NHKホール

#766 C ノイマン、ヴァーツラフ

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1978/12/07

NHKホール

#767 A ノイマン、ヴァーツラフ

ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1978/12/07

NHKホール

#767 A ノイマン、ヴァーツラフ

ヤナーチェク

タラス・ブーリバ

1978/12/07

NHKホール

#767 A ノイマン、ヴァーツラフ

ヤナーチェク

シンフォニエッタ

1978/12/13

NHKホール

#768 B ノイマン、ヴァーツラフ

スメタナ

交響詩「わが祖国」

1979/01/12

NHKホール

#769 A スウィトナー、オットマール

マーラー

交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

1979/01/17

NHKホール

#770 B スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

家庭交響曲 作品53

1979/01/19

NHKホール

#771 C スウィトナー、オットマール

モーツァルト、W.A.

交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1979/01/19

NHKホール

#771 C スウィトナー、オットマール

シュトラウス、リヒャルト

家庭交響曲 作品53

1979/01/27

NHKホール

尾高忠明

モーツァルト、W.A.

交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1979/01/27

NHKホール

尾高忠明

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Hob.VIIb-1

シフ、ハインリヒ(vlc.)

第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/01/27

NHKホール

尾高忠明

サン・サーンス

チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33

シフ、ハインリヒ(vlc.)

第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/01/27

NHKホール

尾高忠明

ファリャ

バレエ組曲「三角帽子」

岩城宏之

ガヴリロフ、アンドレイ(pf.)

ビショップ・コワセヴィチ、スティーヴ
ン(pf.)

前橋汀子(vln.)

スタジオ録音？

堤剛(vlc.)/菅沼準二(vla.)

シーゲル、ジェフリー(pf.)

ブレンデル、アルフレート(pf.)

浜中浩一(cl.)

塩川悠子(vln.)

曽我栄子(sop.)/辻宥子(alt.)/
国立音楽大学(chor.)

合唱指揮：佐藤公孝

第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/02/14

NHKホール

#772 A ライトナー、フェルディナント ハイドン、フランツ・ヨーゼフ

交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

1979/02/14

NHKホール

#772 A ライトナー、フェルディナント シューマン、ローベルト

交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1979/02/21

NHKホール

#773 B ライトナー、フェルディナント ブラームス

ドイツ･レクイエム 作品45

曽我栄子(sop.)/芳野靖夫(br.)
/国立音楽大学(chor.)

1979/02/23

NHKホール

#774 C ライトナー、フェルディナント シューマン、ローベルト

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調

江藤俊哉(vln.)

1979/02/23

NHKホール

#774 C ライトナー、フェルディナント ブルックナー

交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ノ
ヴァーク版)

1979/03/01

東京文化会館

ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

都民芸術フェスティバル
都民芸術フェスティバル

1979/03/01

東京文化会館

ライトナー、フェルディナント ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1979/03/03

神奈川県民ホール

ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

第17回N響ゴールデンポップス 中村紘子・
ライトナー

1979/03/03

神奈川県民ホール

ライトナー、フェルディナント 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17回N響ゴールデンポップス 中村紘子・
ライトナー

1979/03/03

神奈川県民ホール

ライトナー、フェルディナント シュトラウス、ヨハン(2世)

皇帝円舞曲 作品437

第17回N響ゴールデンポップス 中村紘子・
ライトナー

1979/03/14

NHKホール

#775 A 岩城宏之

松村禎三

ピアノ協奏曲 第2番

1979/03/14

NHKホール

#775 A 岩城宏之

レスピーギ

組曲「鳥」

1979/03/14

NHKホール

#775 A 岩城宏之

レスピーギ

交響詩「ローマの松」

1979/03/17

NHKホール

岩城宏之

チャイコフスキー

交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1979/03/23

NHKホール

#776 C 岩城宏之

レスピーギ(ロッシーニ)

バレエ音楽「風変わりな店」

1979/03/23

NHKホール

#776 C 岩城宏之

野田暉行

ピアノ協奏曲

1979/03/23

NHKホール

#776 C 岩城宏之

レスピーギ

交響詩「ローマの噴水」

1979/03/28

NHKホール

#777 B 岩城宏之

松村禎三

ピアノ協奏曲 第2番

1979/03/28

NHKホール

#777 B 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

1979/03/28

NHKホール

#777 B 岩城宏之

レスピーギ

交響詩「ローマの祭り」

1979/05/02

NHKホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
#779 B
バッハ、J.S.
ング

1979/05/02

NHKホール

#779 B

神谷郁代(pf.)

1978年度第27回尾高賞受賞

第48回青少年のためのプロムナードコン
サート

神谷郁代(pf.)

神谷郁代(pf.)

組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

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

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブリテン
ング

戦争レクイエム 作品66

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ブラームス
ング

交響曲 第2番 ニ長調 作品73

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

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

1979/05/07

東京文化会館

1979/05/11

NHKホール

#780 C

1979/05/25

NHKホール

#781 A マリナー、ネヴィル

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1979/05/25

NHKホール

#781 A マリナー、ネヴィル

エルガー

序奏とアレグロ 作品47

徳永二男(vln.)/山口裕之(vln.)
/菅沼準二(vla.)/徳永健一郎
(vlc.)

1979/05/25

NHKホール

#781 A マリナー、ネヴィル

ヴォーン・ウィリアムズ

タリスの主題による幻想曲

徳永二男(vln.)/山口裕之(vln.)
/菅沼準二(vla.)/徳永健一郎
(vlc.)

1979/05/25

NHKホール

#781 A マリナー、ネヴィル

ブリテン

青少年の管弦楽入門 作品34

1979/05/30

NHKホール

#782 B マリナー、ネヴィル

ヴィヴァルディ

四季 作品8

1979/05/30

NHKホール

#782 B マリナー、ネヴィル

モーツァルト、W.A.

交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1979/06/01

NHKホール

#783 C マリナー、ネヴィル

ティペット

2つの弦楽オーケストラのための協奏曲

1979/06/01

NHKホール

#783 C マリナー、ネヴィル

ショパン

ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

1979/06/20

NHKホール

#784 A ワルベルク、ハインツ

レズニチェク

歌劇「ドンナ・ディアナ」：序曲

1979/06/20

NHKホール

#784 A ワルベルク、ハインツ

フンメル

トランペット協奏曲 変ホ長調

1979/06/20

NHKホール

#784 A ワルベルク、ハインツ

チャイコフスキー

交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

スッペ

喜歌劇「軽騎兵」：序曲

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ワルツ「もろ人手をとり」 作品443

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

喜歌劇「千一夜物語」 作品346：間奏曲

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、オスカー

喜歌劇「ワルツの夢」 (抜粋)

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「浮気心」 作品319

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

ローザス

ワルツ「波を越えて」

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

スッペ

喜歌劇「詩人と農夫」：序曲

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

コムザーク

ワルツ「バーデンの娘たち」

ウィーン音楽特集

徳永二男(vln.)

ヨッフェ、ディーナ(pf.)

津堅直弘(trp.)

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨーゼフ

ポルカ「休暇旅行」 作品133

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

新ピチカート・ポルカ 作品449

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

レハール

ワルツ「金と銀」

ウィーン音楽特集

1979/06/22

NHKホール

#785 C ワルベルク、ハインツ

シュトラウス、ヨハン(2世)

歌劇「騎士パスマン」：チャールダーシュ

ウィーン音楽特集

1979/06/29

NHKホール

#786 B ワルベルク、ハインツ

ドビュッシー

牧神の午後への前奏曲

1979/06/29

NHKホール

#786 B ワルベルク、ハインツ

ストラヴィンスキー

バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1979/07/28

NHKホール

井上道義

ワーグナー、リヒャルト

歌劇「タンホイザー」：序曲

1979/07/28

NHKホール

井上道義

ショパン

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

1979/07/28

NHKホール

井上道義

メンデルスゾーン

交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

第50回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/09/07

Perth Concert Hall

岩城宏之

黛敏郎

BUGAKU (舞楽)

パース

1979/09/07

Perth Concert Hall

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

内田光子(pf.)

パース

1979/09/15
1979/09/15
1979/09/15

NHKホール
NHKホール
NHKホール

ヴィッヒ、ギュンター
ヴィッヒ、ギュンター
ヴィッヒ、ギュンター

シベリウス
グリーグ
ベートーヴェン

交響詩「フィンランディア」 作品26
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

中村紘子(pf.)

第19回N響ゴールデンポップス
第19回N響ゴールデンポップス
第19回N響ゴールデンポップス

1979/09/22

NHKホール

#787 C ヴィッヒ、ギュンター

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」

1979/09/22

NHKホール

#787 C ヴィッヒ、ギュンター

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 スピヴァコフ、ウラディーミル
風」
(vln.)

1979/09/22

NHKホール

#787 C ヴィッヒ、ギュンター

シベリウス

交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1979/09/26

NHKホール

#788 A ヴィッヒ、ギュンター

ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1979/09/26

NHKホール

#788 A ヴィッヒ、ギュンター

ラヴェル

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1979/10/03

NHKホール

#789 B ヴィッヒ、ギュンター

ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1979/10/12

NHKホール

#790 C ストラウス、ポール

モーツァルト、W.A.

歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1979/10/12

NHKホール

#790 C ストラウス、ポール

モーツァルト、W.A.

フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299

1979/10/12

NHKホール

#790 C ストラウス、ポール

ブラームス

交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1979/10/19

NHKホール

#791 A ストラウス、ポール

ラヴェル

組曲「マ・メール・ロア」

1979/10/19

NHKホール

#791 A ストラウス、ポール

サン・サーンス

ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

1979/10/19

NHKホール

#791 A ストラウス、ポール

ベルリオーズ

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

1979/10/31

NHKホール

#792 B ストラウス、ポール

バーバー

序曲「わるくち学校」 作品5

1979/10/31

NHKホール

#792 B ストラウス、ポール

アイヴス

交響曲「祭日」：戦没将兵記念 日 (5月30日)

1979/10/31

NHKホール

#792 B ストラウス、ポール

ヴォーン・ウィリアムズ

交響曲 第4番 ヘ短調

1979/11/09

NHKホール

#793 C ヴァント、ギュンター

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1979/11/09

NHKホール

#793 C ヴァント、ギュンター

ヘンデル

オルガン協奏曲 ト短調 作品4-1

1979/11/09

NHKホール

#793 C ヴァント、ギュンター

シューベルト

交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1979/11/14

NHKホール

#794 A ヴァント、ギュンター

ブルックナー

交響曲 第5番 変ロ長調 (ハース版)

1979/11/21

NHKホール

#795 B ヴァント、ギュンター

ベルリオーズ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1979/11/21

NHKホール

#795 B ヴァント、ギュンター

シューマン、ローベルト

交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1979/11/28

NHKホール

大町陽一郎

ブラームス

大学祝典序曲 作品80

1979/12/05

NHKホール

#796 A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

チャイコフスキー

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1979/12/05

NHKホール

#796 A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A.

オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314

1979/12/05

NHKホール

#796 A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク

交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1979/12/07

NHKホール

#797 C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク

セレナード ニ短調 作品44

1979/12/07

NHKホール

#797 C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A.

ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

1979/12/07

NHKホール

#797 C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク

交響曲 第8番 ト長調 作品88

1979/12/12

NHKホール

#798 B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A.

交響曲 第40番 ト短調 K.550

1979/12/12

NHKホール

#798 B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

第50回青少年のためのプロムナードコン
サート
安川加寿子(pf.)

第50回青少年のためのプロムナードコン
サート

小出信也(fl.)/マクドナルド、スーザン
(hrp.)

カントロフ、ジャン・ジャック(vln.)

ロッグ、リオネル(org.)

NHK文化センター開設記念N響と第9を歌
うコンサート

ホリガー、ハインツ(ob.)

中村紘子(pf.)

