
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1980/01/16 NHKホール #799 A コンドラシン、キリル リャードフ 交響詩「魔の湖」 作品62

1980/01/16 NHKホール #799 A コンドラシン、キリル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 中村紘子(pf.)

1980/01/16 NHKホール #799 A コンドラシン、キリル ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1980/01/19 NHKホール 小林研一郎 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
第53回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1980/01/19 NHKホール 小林研一郎 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」 中村紘子(pf.)
第53回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1980/01/19 NHKホール 小林研一郎 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
第53回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1980/01/25 NHKホール #800 C コンドラシン、キリル プロコフィエフ 組曲「キージェ中尉」 作品60

1980/01/25 NHKホール #800 C コンドラシン、キリル ショスタコーヴィチ
バレエ組曲「ボルト」組曲第1番 作品27a：第1番
/ 第2番 / 第3番/ 第4番 / 第5番/ 第8番

1980/01/25 NHKホール #800 C コンドラシン、キリル 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」

1980/01/30 NHKホール #801 B コンドラシン、キリル ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第3番 / 第8番

1980/01/30 NHKホール #801 B コンドラシン、キリル バルトーク ピアノ協奏曲 第3番
オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1980/01/30 NHKホール #801 B コンドラシン、キリル プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1980/02/03 NHKホール 大町陽一郎 シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲 第21回N響ゴールデンポップス

1980/02/03 NHKホール 大町陽一郎 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 千住真理子(vln.) 第21回N響ゴールデンポップス

1980/02/03 NHKホール 大町陽一郎 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 第21回N響ゴールデンポップス

1980/02/09 東京文化会館 シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1980/02/09 東京文化会館 シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

クリーン、ワルター(pf.)

1980/02/09 東京文化会館 シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1980/02/13 NHKホール #802 A シュタイン、ホルスト シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 クリーン、ワルター(pf.)

1980/02/13 NHKホール #802 A シュタイン、ホルスト ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調 (ハース版)

1980/02/20 NHKホール #803 B 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

1980/02/20 NHKホール #803 B 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」：婚礼の合唱「真心こめ
て、ご先導いた します」

二期会合唱団(chor.)

1980/02/20 NHKホール #803 B 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」：快い歌声は消えて
マーティン、ジェニス(mez.sop.)
/ユング、マンフレート(ten.)

1980/02/20 NHKホール #803 B 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

1980/02/20 NHKホール #803 B 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」：聖杯の物語 ユング、マンフレート(ten.)

1980/02/20 NHKホール #803 B シュタイン、ホルスト ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲

1980/02/20 NHKホール #803 B シュタイン、ホルスト ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：おごそかなこの広間よ マーティン、ジェニス(mez.sop.)

1980/02/20 NHKホール #803 B シュタイン、ホルスト ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ワルキューレ」：第1幕第3場
マーティン、ジェニス(ジークリンデ)/
ユング、マンフレート(ジークムント)

1980/02/20 NHKホール #803 B 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」：前
奏曲

1980/03/01 NHKホール 岩城宏之 黛敏郎 越後獅子 NHKバレエの夕べ

1980/03/01 NHKホール 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽) NHKバレエの夕べ

1980/03/01 NHKホール 岩城宏之 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 NHKバレエの夕べ

1980/03/05 NHKホール #805 A 岩城宏之 松平頼暁
マリンバとオーケストラのための「オシレーショ
ン」

高橋美智子(marimba) 1980年第28回尾高賞受賞

1980/03/05 NHKホール #805 A 岩城宏之 グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 マルコヴィチ、シルヴィア(vln.)

1980/03/07 NHKホール #806 B 岩城宏之 松平頼暁
マリンバとオーケストラのための「オシレーショ
ン」

高橋美智子(marimba)

1980/03/07 NHKホール #806 B 岩城宏之 ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35 木村かをり(pf.)/津堅直弘(trp.)

1980/03/14 NHKホール #807 C 外山雄三 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
オルガン協奏曲 第2番 ハ長調
Hob.XVIII-8

ハーゼルベック、ハンス(org.)

1980/03/14 NHKホール #807 C 外山雄三 松村禎三 ピアノ協奏曲 第2番 野島稔(pf.)

1980/03/14 NHKホール #807 C 外山雄三 エルガー 変奏曲「謎」 作品36

1980/03/19 NHKホール 外山雄三 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1980/03/19 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 江藤俊哉(vln.)

1980/03/19 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「春の声」 作品410
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 スメタナ 交響詩「モルダウ」
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 / 第6番
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 ビゼー(ホフマン) 「カルメン」組曲 第1番 (抜粋)
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 ヴォルフ･フェラーリ 歌劇「聖母の宝石」：間奏曲
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 リスト ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 サラサーテ チゴイナーワイゼン 作品20-1 漆原朝子(vln.)
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/22 NHKホール 外山雄三 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート



1980/03/22 NHKホール 外山雄三 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲
第54回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/03/28 NHKホール #808 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ノヴァーク版)

1980/04/04 NHKホール #809 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1980/04/04 NHKホール #809 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

1980/04/04 NHKホール #809 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ラヴェル ボレロ

1980/04/09 NHKホール #810 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 交響曲 第30番 ニ長調 K.202

1980/04/09 NHKホール #810 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

1980/04/09 NHKホール #810 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

1980/04/16 NHKホール #811 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 楽劇「サロメ」 作品54：サロメの踊り

1980/04/16 NHKホール #811 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1980/04/23 NHKホール #812 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1980/04/23 NHKホール #812 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 堀正文(vln.)/菅沼準二(Va)

1980/04/23 NHKホール #812 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

1980/04/25 NHKホール #813 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ウーギ、ウート(vln.)

1980/04/25 NHKホール #813 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1980/06/25 NHKホール #814 A ペリック、クリストフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1980/06/25 NHKホール #814 A ペリック、クリストフ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

中村紘子(pf.)
ジャック・ルヴィエによるサン・サーンスの
ピアノ協奏曲第2番から変更

1980/06/25 NHKホール #814 A ペリック、クリストフ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1980/06/27 NHKホール #815 C ペリック、クリストフ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1980/06/27 NHKホール #815 C ペリック、クリストフ ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1980/07/04 NHKホール #816 B ペリック、クリストフ プフィッツナー
歌劇「パレストリーナ」：第1幕への前奏曲 / 第2
幕への前奏曲 / 第3幕への前奏曲

1980/07/04 NHKホール #816 B ペリック、クリストフ シュトラウス、リヒャルト 13管楽器のためのセレナード 変ホ長調 作品7

1980/07/04 NHKホール #816 B ペリック、クリストフ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1980/07/15 福井市文化会館 マーガ、オトマー ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲

1980/07/15 福井市文化会館 マーガ、オトマー チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 野島稔(pf.)

1980/07/15 福井市文化会館 マーガ、オトマー ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1980/09/05 NHKホール 岩城宏之 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26 第24回N響ゴールデンポップス

1980/09/05 NHKホール 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」

第24回N響ゴールデンポップス

1980/09/12 NHKホール #817 C ケーゲル、ヘルベルト ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1980/09/12 NHKホール #817 C ケーゲル、ヘルベルト マーラー 交響曲 第4番 ト長調
カサピエートラ、チェレスティーナ
(sop.)

1980/09/18 NHKホール #818 A ケーゲル、ヘルベルト シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1980/09/18 NHKホール #818 A ケーゲル、ヘルベルト モーツァルト、W.A.
シェーナとロンド「どうしてあなたを忘れられよう」
K.505

カサピエートラ、チェレスティーナ
(sop.)

1980/09/18 NHKホール #818 A ケーゲル、ヘルベルト モーツァルト、W.A. シェーナとアリア「ああ、私はどこに」 K.369
カサピエートラ、チェレスティーナ
(sop.)

1980/09/18 NHKホール #818 A ケーゲル、ヘルベルト ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1980/09/20 NHKホール ケーゲル、ヘルベルト シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 堀米ゆず子(vln.)

1980/09/26 NHKホール #819 B ケーゲル、ヘルベルト ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

1980/09/26 NHKホール #819 B ケーゲル、ヘルベルト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ヘブラー、イングリート(pf.)

1980/09/26 NHKホール #819 B ケーゲル、ヘルベルト ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1980/10/29 NHKホール #820 A グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.
交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

1980/10/29 NHKホール #820 A グシュルバウアー、テオドル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ヴェレット、イレーナ(pf.)

1980/10/29 NHKホール #820 A グシュルバウアー、テオドル ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

1980/10/31 NHKホール #821 C グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1980/10/31 NHKホール #821 C グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1980/11/07 NHKホール #822 B グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.
交響曲 第32番 ト長調 K.318
「イタリア序曲」

1980/11/07 NHKホール #822 B グシュルバウアー、テオドル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 アックス、エマニュエル(pf.)

1980/11/07 NHKホール #822 B グシュルバウアー、テオドル シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

1980/11/14 NHKホール #823 C スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 千住真理子(vln.)

1980/11/14 NHKホール #823 C スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1980/11/20 NHKホール #824 A スウィトナー、オットマール シューベルト 交響曲 第4番 ハ短調 D.417　「悲劇的」



1980/11/20 NHKホール #824 A 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5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 エル・バシャ、アブデル・ラハマン(pf.)

1980/11/20 NHKホール #824 A 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「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1980/11/27 NHKホール #825 B スウィトナー、オットマール ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 協奏交響曲 変ロ長調 Hob.I-105
小島葉子(ob.)/霧生吉秀(fg.)/山口
裕之(vln.)/徳永兼一郎(vlc.)

1980/11/27 NHKホール #825 B スウィトナー、オットマール ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調 (ノヴァーク版)

1980/11/29 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6番 ヘ長調 作品68　「田園」
第57回青少年のためのプロムナードコン
サート

1980/12/05 NHKホール #826 C ワイケルト、ラルフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1980/12/05 NHKホール #826 C ワイケルト、ラルフ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)
リリークラウスによるピアノ協奏曲第17番ト
長調K.453から変更

1980/12/05 NHKホール #826 C ワイケルト、ラルフ ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60

1980/12/12 NHKホール #827 B ワイケルト、ラルフ コダーイ マロシュセーク舞曲

1980/12/12 NHKホール #827 B ワイケルト、ラルフ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 中村紘子(pf.)

1980/12/12 NHKホール #827 B ワイケルト、ラルフ ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1980/12/17 NHKホール #828 A ワイケルト、ラルフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1980/12/22 NHKホール ワイケルト、ラルフ バッハ、J.S. 組曲 第1番 ハ長調 BWV1066

1980/12/22 NHKホール ワイケルト、ラルフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/宮原昭吾
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1981/01/07 NHKホール 森正 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー 第26回N響ゴールデンポップス

1981/01/07 NHKホール 森正 宮城道雄(池辺晋一郎) 春の海 唯是震一(箏) 第26回N響ゴールデンポップス

1981/01/07 NHKホール 森正 八橋検校(唯是震一) 六段の調 中島靖子(箏) 第26回N響ゴールデンポップス

1981/01/07 NHKホール 森正 唯是震一 尺八と箏のための協奏曲第3番 唯是震一(箏)/山本邦山(尺八) 第26回N響ゴールデンポップス

1981/01/07 NHKホール 森正 芥川也寸志 弦楽のための3楽章 第26回N響ゴールデンポップス

1981/01/07 NHKホール 森正 作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽 第26回N響ゴールデンポップス

1981/01/07 NHKホール 森正 小山清茂 木挽歌 第26回N響ゴールデンポップス

1981/01/16 NHKホール #829 C 森正 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 尾高尚忠没後30年記念

1981/01/16 NHKホール #829 C 森正 尾高尚忠 フルート小協奏曲 作品30 金昌国(fl.) 尾高尚忠没後30年記念

1981/01/16 NHKホール #829 C 森正 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 尾高尚忠没後30年記念

1981/01/21 NHKホール #830 A 岩城宏之 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.) 1980年度第29回尾高賞受賞

1981/01/21 NHKホール #830 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

野島稔(pf.)

1981/01/21 NHKホール #830 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1981/01/23 NHKホール #831 B 岩城宏之 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.)

1981/01/23 NHKホール #831 B 岩城宏之 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

岩崎洸(vlc.)

1981/01/23 NHKホール #831 B 岩城宏之 バルトーク オーケストラのための協奏曲

1981/01/31 NHKホール 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101番 ニ長調 Hob.I-101 「時計」

1981/01/31 NHKホール シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

本荘玲子(pf.)

1981/01/31 NHKホール シュタイン、ホルスト ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1981/02/06 NHKホール #832 C シュタイン、ホルスト フンメル トランペット協奏曲 変ホ長調
ラインハート、ギャロル・ドーン
(trp.)

1981/02/06 NHKホール #832 C シュタイン、ホルスト クルツ トランペット協奏曲 作品23
ラインハート、ギャロル・ドーン
(trp.)

1981/02/06 NHKホール #832 C シュタイン、ホルスト シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22

1981/02/06 NHKホール #832 C シュタイン、ホルスト ブラームス 悲劇的序曲 作品81

1981/02/12 NHKホール #833 A シュタイン、ホルスト ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 前橋汀子(vln.)

1981/02/12 NHKホール #833 A シュタイン、ホルスト レーガー ヒラーの主題による変奏曲と フーガ 作品100

1981/02/12 NHKホール #833 A シュタイン、ホルスト ヤナーチェク 「利口なめぎつねの物語」組曲

1981/02/18 NHKホール #834 B シュタイン、ホルスト ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1981/02/18 NHKホール #834 B シュタイン、ホルスト ブルックナー テ・デウム

常森寿子(sop.)/荒道子(alt.)/小林一
男(ten.)/佐藤征一郎(br.)/湘南市民
コール(chor.)/松原混声合唱団
(chor.)

合唱指揮：関屋晋

1981/03/06 NHKホール #835 C 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 オラトリオ「四季」Hob.XXI-3
曽我栄子(sop.)/鈴木寛一(ten.)/芳
野靖夫(br.)/晋友会(chor.)

合唱指揮：関屋晋

1981/03/11 NHKホール #836 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 組曲「町人貴族」 作品60

1981/03/11 NHKホール #836 A ライトナー、フェルディナント ハルトマン 交響曲 第6番

1981/03/14 NHKホール ライトナー、フェルディナント メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21 第27回N響ゴールデンポップス

1981/03/14 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 第27回N響ゴールデンポップス

1981/03/18 NHKホール #837 B ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1981/03/18 NHKホール #837 B ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
ツァハリアス、クリスティアン
(pf.)

1981/03/28 NHKホール
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第23番 ニ長調 K.181



1981/03/28 NHKホール
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 舘野泉(pf.)

1981/03/28 NHKホール
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1981/04/01 NHKホール #838 A
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第86番 ニ長調 Hob.I-86

1981/04/01 NHKホール #838 A
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ショーソン 詩曲 作品25 アモイヤル、ピエール(vln.)

1981/04/01 NHKホール #838 A
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

サン・サーンス ハバネラ 作品83 アモイヤル、ピエール(vln.)

1981/04/01 NHKホール #838 A
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ラヴェル チガーヌ アモイヤル、ピエール(vln.)

1981/04/01 NHKホール #838 A
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1981/04/08 NHKホール #839 B
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1981/04/08 NHKホール #839 B
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ヴュータン
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 作品37 「グレ
トリー」

ボベスコ、ローラ(vln.)

1981/04/08 NHKホール #839 B
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ディッタースドルフ コントラバス協奏曲 ホ長調
ストライヒャー、ルートヴィヒ
(cb.)

1981/04/08 NHKホール #839 B
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1981/04/10 NHKホール #840 C
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

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.)

1981/04/23 NHKホール #841 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1981/04/23 NHKホール #841 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

フランク 交響曲 ニ短調

1981/05/01 NHKホール #842 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1981/05/01 NHKホール #842 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン 神をたたえる歌 作品52
中沢桂(sop.)/曽我栄子(sop.)/小林
一男(ten.)/東京混声合唱団(chor.)

合唱指揮：北原幸男

1981/05/06 東京文化会 館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ポリーニ、マウリツィオ(pf.)
「第4回東京音楽芸術祭」オープニング・コ
ンサート

1981/05/06 東京文化会 館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リスト ファウスト交響曲
ポリーニ、マウリツィオ(pf.)/ウィンク
ラー、ヘルマン(ten.)/日本プロ合唱
団連合(chor.)

「第4回東京音楽芸術祭」オープニング・コ
ンサート

1981/05/14 東京文化会館
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72

木村俊光(ドン・ピツァロ)/ウィンク
ラー、ヘルマン(フロレスタン)/マルト
ン、エーヴァ(レオノーレ)/佐藤征一
郎(ロッコ)/小林一男
(ヤキーノ)/河原洋子(マルツェリー
ネ)/大島幾雄(ドン・フェルナンド)/種
井静夫(囚人I)/渕脇和範(囚人II)/二
期会合唱団(chor.)/二期会オペラ・ス
タジオ研究生(chor.)

演出：鈴木敬介
美術：高田一郎
衣裳：渡辺園子
照明：吉井澄雄
舞台監督：加藤三季夫
合唱指揮：佐藤功太郎
副指揮：手塚幸紀(木村彰宏/岡田司/増
井信貴/北原幸男)
稽古ピアノ：金井紀子/小谷彩子/橋本梢/
梅村栄
演出助手：平尾力哉
美術助手：黒須はな子
衣裳助手：西村和子
舞台監督助手：小栗哲家/菅原多敢弘/笹
木靖寛/大仁田雅彦/佐藤太嘉志
ドイツ語指導：ヨン・ブリック/グドルン・ヴィ
シドロ
プロムプター：高折続
製作担当：原田茂生

1981/05/20 NHKホール #843 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1981/05/20 NHKホール #843 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン ああ、裏切り者め作品65 マルトン、エーヴァ(sop.) 管弦楽伴奏(編曲者不明)

1981/05/20 NHKホール #843 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ワーグナー、リヒャルト ヴェーゼンドンクの5つの詩 マルトン、エーヴァ(sop.)

1981/05/20 NHKホール #843 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ワーグナー、リヒャルト
歌劇「リエンチ」：バレエ音楽 /
序曲

1981/05/27 NHKホール 森正 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」

海野義雄(vln.)
海野義雄特別演奏会第1夜―第4回東京
音楽祭―

1981/05/27 NHKホール 森正 三善晃 ヴァイオリン協奏曲 海野義雄(vln.)
海野義雄特別演奏会第1夜―第4回東京
音楽祭―

1981/05/27 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 海野義雄(vln.)
海野義雄特別演奏会第1夜―第4回東京
音楽祭―

1981/05/28 NHKホール 森正 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲
安川加寿子特別演奏会―第4回東京音楽
芸術祭―

1981/05/28 NHKホール 森正 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

安川加寿子(pf.)
安川加寿子特別演奏会―第4回東京音楽
芸術祭―

1981/05/28 NHKホール 森正 野田暉行 ピアノ協奏曲 安川加寿子(pf.)
安川加寿子特別演奏会―第4回東京音楽
芸術祭―

1981/05/28 NHKホール 森正 ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 安川加寿子(pf.)
安川加寿子特別演奏会―第4回東京音楽
芸術祭―

1981/06/10 NHKホール #844 A ワルベルク、ハインツ シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1981/06/10 NHKホール #844 A ワルベルク、ハインツ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 キム、ヤン・ウク(vln.)

1981/06/10 NHKホール #844 A ワルベルク、ハインツ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1981/06/17 NHKホール #845 B ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1981/06/17 NHKホール #845 B ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 堤剛(vlc.)

1981/06/17 NHKホール #845 B ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲



1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ スメタナ 交響詩「モルダウ」

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ ディニク ホラ・スタカート 津堅直弘(trp.)

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ ウェーバー(ベルリオーズ) 舞踏への勧誘 作品65

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」：序曲

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ ワインベルガー
歌劇「バグパイプ吹きのシュワンダ」：ポルカと
フーガ

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ ドップラー ハンガリー田園幻想曲 小出信也(fl.)

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「千一夜物語」 作品346

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1

1981/06/19 NHKホール #846 C ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

1981/08/21 宮城県民会館 チャカロフ、エミール チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 千住真理子(vln.)

1981/08/21 宮城県民会館 チャカロフ、エミール チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1981/09/17 NHKホール #847 C マカール、ズデネック ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1981/09/17 NHKホール #847 C マカール、ズデネック ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 バルダ、アンリ(pf.)

1981/09/17 NHKホール #847 C マカール、ズデネック ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

1981/09/24 NHKホール #848 A マカール、ズデネック 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
ラリュー、マクサンス(fl.)/ミルドニア
ン、スザンナ(hrp.)

1981/09/24 NHKホール #848 A マカール、ズデネック チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.)

1981/09/24 NHKホール #848 A マカール、ズデネック ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1981/09/30 NHKホール #849 B マカール、ズデネック ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第2番

1981/09/30 NHKホール #849 B マカール、ズデネック モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調
K.271

ゼルキン、ピーター(pf.)

1981/09/30 NHKホール #849 B マカール、ズデネック ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1981/10/06 日比谷公会堂 尾高忠明 モーツァルト、W.A. フリーメーソンのための葬送の音楽 K.477 有馬大五郎先生追悼演奏会

1981/10/06 日比谷公会堂 尾高忠明 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

中村紘子(pf.) 有馬大五郎先生追悼演奏会

1981/10/06 日比谷公会堂 尾高忠明 モーツァルト、W.A. レクイエム K.626
曽我栄子(sop.)/西内玲(alt.)/
小林一男(ten.)/田島好一(br.)
/国立音楽大学(chor.)

有馬大五郎先生追悼演奏会

1981/10/14 NHKホール #850 A チェッカート、アルド レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

1981/10/14 NHKホール #850 A チェッカート、アルド シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ シュミット、アンネローゼ(pf.)

1981/10/14 NHKホール #850 A チェッカート、アルド ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 シュミット、アンネローゼ(pf.)

1981/10/14 NHKホール #850 A チェッカート、アルド ラヴェル ボレロ

1981/10/16 NHKホール #851 C チェッカート、アルド 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

1981/10/28 NHKホール #852 B チェッカート、アルド モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1981/10/28 NHKホール #852 B チェッカート、アルド ヤナーチェク グラゴル・ミサ曲
ヴァラディ、ユリア(sop.)/伊原直子
(alt.)/小林一男(ten.)/勝部太(bs.)/
国立音楽大学(chor.)

合唱指導：佐藤公孝

1981/10/31 NHKホール 森正 別宮貞雄 祝典序曲
NHK委嘱世界初演
音楽コンクール50周年記念演奏会

1981/10/31 NHKホール 森正 ブロッホ ヘブライ狂詩曲「ソロモン」 藤原真理(vlc.) 音楽コンクール50周年記念演奏会

1981/10/31 NHKホール 森正 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 海老彰子(pf.) 音楽コンクール50周年記念演奏会

1981/10/31 NHKホール 森正 ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
江藤俊哉(vln.)/堤剛(vlc.)/松浦豊明
(pf.)

音楽コンクール50周年記念演奏会

1981/11/13 NHKホール #853 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

1981/11/13 NHKホール #853 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 堀米ゆず子(vln.)

1981/11/13 NHKホール #853 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1981/11/19 NHKホール #854 B
ブロムシュテット、ヘルベル
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

1981/11/19 NHKホール #854 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 石川静(vln.)

1981/11/19 NHKホール #854 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

1981/11/25 NHKホール #855 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

1981/11/25 NHKホール #855 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1981/12/04 NHKホール #856 C コシュラー、ズデニェク シュターミッツ、J. 交響曲 変ホ長調

1981/12/04 NHKホール #856 C コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1981/12/16 NHKホール #858 A コシュラー、ズデニェク コホウテク 祝典序曲

1981/12/16 NHKホール #858 A コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク ピアノ協奏曲 ト短調 作品33 シフ、アンドラーシュ(pf.)

1981/12/16 NHKホール #858 A コシュラー、ズデニェク ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

1981/12/21 NHKホール コシュラー、ズデニェク ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21



1981/12/21 NHKホール コシュラー、ズデニェク ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ ムーレ ファンファーレ
第62回青少年のためのプロムナードコン
サート

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 潮田益子(vln.)
第62回青少年のためのプロムナードコン
サート

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
第62回青少年のためのプロムナードコン
サート

1982/01/16 NHKホール ボド、セルジュ 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62回青少年のためのプロムナードコン
サート

1982/01/20 NHKホール #859 A ボド、セルジュ ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

1982/01/20 NHKホール #859 A ボド、セルジュ ラヴェル スペイン狂詩曲

1982/01/20 NHKホール #859 A ボド、セルジュ ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1982/01/20 NHKホール #859 A ボド、セルジュ ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1982/01/27 NHKホール #860 B ボド、セルジュ ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

1982/01/27 NHKホール #860 B ボド、セルジュ ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 カントロフ、ジャン・ジャック(vln.)

1982/01/27 NHKホール #860 B ボド、セルジュ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ グノー 歌劇「ファウスト」：バレエ音楽

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ ビゼー
「アルルの女」組曲 第1番 / 第2番：前奏曲 / メ
ヌエット/ カリヨン
/ ファランドール

第2番の編曲者はエルネスト・ギロー

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

1982/01/29 NHKホール #861 C ボド、セルジュ ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1982/02/05 NHKホール #862 A アルブレヒト、ゲルト ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1982/02/05 NHKホール #862 A アルブレヒト、ゲルト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

1982/02/05 NHKホール #862 A アルブレヒト、ゲルト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1982/02/12 NHKホール #863 C アルブレヒト、ゲルト シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

1982/02/12 NHKホール #863 C アルブレヒト、ゲルト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

シェンク、ゲオルク・フリードリヒ
(pf.)

1982/02/12 NHKホール #863 C アルブレヒト、ゲルト チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1982/02/17 NHKホール #864 B アルブレヒト、ゲルト 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」

パウク、ジェルジ(vln.)

1982/02/17 NHKホール #864 B アルブレヒト、ゲルト マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1982/03/10,11 NHKホール #865 A 外山雄三 山田耕筰 音詩「曼荼羅の華」

1982/03/10,11 NHKホール #865 A 外山雄三 伊福部昭 交響譚詩

1982/03/10,11 NHKホール #865 A 外山雄三 芥川也寸志
チェロとオーケストラのためのコンチェルト・オス
ティナート

堤剛(vlc.)

1982/03/10,11 NHKホール #865 A 外山雄三 尾高惇忠 オーケストラのための「イマージュ」 1982年第30回尾高賞受賞

1982/03/10,11 NHKホール #865 A 外山雄三 小倉朗 交響曲 ト調

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 小山清茂 木挽歌

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 尾高尚忠 交響曲 第1番 作品35：第1楽章
後に第2楽章が発見され、2006年9月2日
にN響により世界初演された

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.)

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 中村紘子(pf.)

1982/03/20 NHKホール #866 C 外山雄三 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1982/03/24 NHKホール #867 B 外山雄三 間宮芳生
合唱とオーケストラのためのコンポジション 第4
番 「子供の領分」

東京放送児童合唱団(childrenchor.)

1982/03/24,25 NHKホール #867 B 外山雄三 一柳慧 ピアノ協奏曲 第1番 「空間の記憶」 木村かをり(pf.) 1982年第30回尾高賞受賞

1982/03/24,25 NHKホール #867 B 外山雄三 三善晃 ヴァイオリン協奏曲 数住岸子(vln.)

1982/03/24,25 NHKホール #867 B 外山雄三 吉松隆 朱鷺によせる哀歌

1982/03/24,25 NHKホール #867 B 外山雄三 早坂文雄 左方の舞と右方の舞

1982/03/26 NHKホール #866 C 外山雄三 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1982/03/26 NHKホール #866 C 外山雄三 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 中村紘子(pf.)

1982/04/02 NHKホール #868 C ヴァント、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」

1982/04/02 NHKホール #868 C ヴァント、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1982/04/07 NHKホール #869 A ヴァント、ギュンター ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」：序曲

1982/04/07 NHKホール #869 A ヴァント、ギュンター ストラヴィンスキー 組曲「プルチネルラ」 (1949年版)



1982/04/07 NHKホール #869 A ヴァント、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」

1982/04/14 NHKホール #870 B ヴァント、ギュンター モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 ムター、アンネ・ゾフィー(vln.)

1982/04/14 NHKホール #870 B ヴァント、ギュンター 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)

1982/05/06放送 人見記念講堂
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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「NHKクラシック・ステージ」

1982/05/06放送 人見記念講堂
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 NHKラジオ「NHKクラシック・ステージ」

1982/05/06放送 人見記念講堂
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 NHKラジオ「NHKクラシック・ステージ」

1982/05/12 NHKホール #871 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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」

1982/05/12 NHKホール #871 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第6番 変ロ長調
K.238

野島稔(pf.)

1982/05/12 NHKホール #871 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ストラヴィンスキー 幻想的スケルツォ作品3

1982/05/12 NHKホール #871 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ストラヴィンスキー 詩編交響曲 国立音楽大学(chor.)

1982/05/19 NHKホール #872 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト バレエ音楽「ヨセフ物語」 作品63

1982/05/19 NHKホール #872 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ 羽田健太郎(pf.)

1982/05/19 NHKホール #872 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40 堀正文(vln.)

1982/05/21 NHKホール #873 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2

河原洋子(sop.)/山路芳久(ten.)/芳
野靖夫(bs.)/田中奈美子(alt.)/松原
混声合唱団(chor.)/三菱商事コーラ
ス同好会(chor.)/湘南市民コール
(chor.)/早稲田大学コール・フリュー
ゲル(chor.)

合唱指揮：関屋晋

1982/06/10 習志野文化ホール 森正 アルヴェーン スウェーデン狂詩曲

第63回青少年のためのプロムナードコン
サート北欧の音楽特集第1番と第2番のど
ちらが演奏されたのか、あるいは両方演
奏されたのかは不明プログラムには演奏
時間15分とあるので、どちらかを演奏した
と思われる

1982/06/10 習志野文化ホール 森正 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 花房晴美(pf.)
第63回青少年のためのプロムナードコン
サート北欧の音楽特集

1982/06/10 習志野文化ホール 森正 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43
第63回青少年のためのプロムナードコン
サート北欧の音楽特集

1982/06/16 NHKホール #874 A ワルベルク、ハインツ フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲

1982/06/16 NHKホール #874 A ワルベルク、ハインツ ウェーバー ピアノ小協奏曲 ヘ短調 作品79 シーゲル、ジェフリー(pf.)

1982/06/16 NHKホール #874 A ワルベルク、ハインツ リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

1982/06/23 NHKホール #875 B ワルベルク、ハインツ バッハ、J.C. 大序曲 第1番 変ホ長調 作品18

1982/06/23 NHKホール #875 B ワルベルク、ハインツ シューマン、ローベルト 4本のホルンのための小協奏曲 ヘ長調 作品86
バウマン、ヘルマン(hrn.)/田中正大
(hrn.)/松﨑裕(hrn.)/山本真(hrn.)

1982/06/23 NHKホール #875 B ワルベルク、ハインツ メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1982/06/25 NHKホール #876 C ワルベルク、ハインツ ブラームス 悲劇的序曲 作品81

1982/06/25 NHKホール #876 C ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

リグット、ブルーノ(pf.)

1982/06/25 NHKホール #876 C ワルベルク、ハインツ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1982/08/18 NHKスタジオ 岩城宏之 石井眞木
打楽器とオーケストラのための協奏曲
「アフロ・コンチェルト」作品50
～バージョンA（２人の打楽器奏者のための）～

1982/09/16 NHKホール #877 A フムーラ、ガブリエル ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1982/09/16 NHKホール #877 A フムーラ、ガブリエル ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ダヴィドヴィチ、ベラ(pf.)

1982/09/16 NHKホール #877 A フムーラ、ガブリエル ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 今井信子(vla.)

1982/09/24 NHKホール #878 C フムーラ、ガブリエル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

1982/09/24 NHKホール #878 C フムーラ、ガブリエル イベール フルート協奏曲 ゴールウェイ、ジェームズ(fl.)

1982/09/24 NHKホール #878 C フムーラ、ガブリエル ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1982/09/29 NHKホール #879 B フムーラ、ガブリエル ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ウーギ、ウート(vln.)

1982/09/29 NHKホール #879 B フムーラ、ガブリエル バルトーク オーケストラのための協奏曲

1982/10/06 NHKホール #880 A ペリック、クリストフ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
伊原直子(alt.)/国立音楽大学
(chor.)/国立音楽大学附属小学校
(childrenchor.)

合唱指揮：佐藤公孝/金子ミヨ/尾原敏子

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ 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

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ツィマーマン、クリスティアン
(pf.)

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1982/10/13 NHKホール #881 B ペリック、クリストフ メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」 作品61：スケルツォ/ 葬送行進曲
/ 間奏曲 / 夜 想曲 / 結婚行進曲

1982/10/18 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.) 作曲家・個展’82「黛敏郎」



1982/10/18 東京文化会館 岩城宏之 黛敏郎 金閣寺
中村邦子(sop.)/中村健(ten.)/宮原
昭吾(bs.)/日本プロ合唱団連合
(chor.)

作曲家・個展’82「黛敏郎」

1982/10/22 NHKホール #882 C ペリック、クリストフ シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1982/11/10 NHKホール #883 A ベルゲル、エーリッヒ モーツァルト、W.A. 交響曲 第21番 イ長調 K.134

1982/11/10 NHKホール #883 A ベルゲル、エーリッヒ リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 海老彰子(pf.)

1982/11/10 NHKホール #883 A ベルゲル、エーリッヒ ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ノヴァーク版)

1982/11/17 NHKホール #884 B ベルゲル、エーリッヒ ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲

1982/11/17 NHKホール #884 B ベルゲル、エーリッヒ リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 クリダ、フランス(pf.)

1982/11/17 NHKホール #884 B ベルゲル、エーリッヒ リスト 死の踊り クリダ、フランス(pf.)

1982/11/17 NHKホール #884 B ベルゲル、エーリッヒ ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1982/11/19 NHKホール #885 C ベルゲル、エーリッヒ シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1982/11/19 NHKホール #885 C ベルゲル、エーリッヒ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

アックス、エマニュエル(pf.)

1982/11/19 NHKホール #885 C ベルゲル、エーリッヒ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1982/12/08 NHKホール #886 A スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1982/12/08 NHKホール #886 A スウィトナー、オットマール 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

徳永二男(vln.)/徳永兼一郎
(vlc.)

1982/12/15 NHKホール #887 B スウィトナー、オットマール ウェーベルン 6つの小品 作品6

1982/12/15 NHKホール #887 B スウィトナー、オットマール ブレデマイアー Bのためのバガテル

1982/12/15 NHKホール #887 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

1982/12/17 NHKホール #888 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39番 変ホ長調 K.543

1982/12/17 NHKホール #888 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40番 ト短調 K.550

1982/12/17 NHKホール #888 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41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1982/12/22 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88番 ト長調 Hob.I-88

1982/12/22 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」

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1983/01/12 NHKホール #889 B マルケヴィッチ、イーゴリ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1983/01/12 NHKホール #889 B マルケヴィッチ、イーゴリ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1983/01/21 NHKホール #890 C 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1983/01/26 NHKホール #891 A 岩城宏之 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1983/01/26 NHKホール #891 A 岩城宏之 バーバー 弦楽のためのアダージョ

1983/01/26 NHKホール #891 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第12番 イ長調
K.414

ピレシュ、マリア・ジョアン(pf.)

1983/02/02 NHKホール #892 B 岩城宏之 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.)

1983/02/02 NHKホール #892 B 岩城宏之 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調：第4楽章

1983/02/02 NHKホール #892 B 岩城宏之 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1983/02/11 NHKホール #893 C 岩城宏之 湯浅譲二 芭蕉の俳句による情景

1983/02/11 NHKホール #893 C 岩城宏之 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 塩川悠子(vln.)

1983/02/23 NHKホール #894 A シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1983/02/23 NHKホール #894 A シュタイン、ホルスト ヒンデミット シンフォニア・セレーナ

1983/02/23 NHKホール #894 A シュタイン、ホルスト オネゲル 交響曲 第3番 「礼拝」

1983/03/02 NHKホール #895 B シュタイン、ホルスト リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1983/03/02 NHKホール #895 B シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

クリーン、ワルター(pf.)

1983/03/02 NHKホール #895 B シュタイン、ホルスト 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」

1983/03/09 NHKホール #896 A シュタイン、ホルスト ワーグナー、リヒャルト 歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

1983/03/09 NHKホール #896 A シュタイン、ホルスト ワーグナー、リヒャルト
歌劇「さまよえるオランダ人」： 水夫の合唱「見張
りをやめろ、 かじとりよ」

小林一男(ten.)/早稲田大学混声合
唱団(chor.)/二期会(chor.)

合唱指揮：田中信昭合唱副指揮：増井信
貴

1983/03/09 NHKホール #896 A 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

1983/03/09 NHKホール #896 A シュタイン、ホルスト ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲

1983/03/09 NHKホール #896 A シュタイン、ホルスト ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：バッカナール
早稲田大学混声合唱団(chor.)
/二期会(chor.)

合唱指揮：田中信昭合唱副指揮：増井信
貴

1983/03/09 NHKホール #896 A シュタイン、ホルスト ワーグナー、リヒャルト
歌劇「タンホイザー」：大行進曲
「歌の殿堂をたたえよう」

早稲田大学混声合唱団(chor.)
/二期会(chor.)

合唱指揮：田中信昭合唱副指揮：増井信
貴

1983/03/09 NHKホール #896 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」：ジークフリートの葬送
行進曲



1983/03/09 NHKホール #896 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」：ライン の岸にたきぎの
山を積みあげよ

ヴィンツィング、ウテ(sop.)

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A.
ファゴット協奏曲 変ロ長調
K.191

岡崎耕治(fg.)
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第1番 ニ長調
K.412

千葉馨(hrn.)
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A. オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 北島章(ob.)
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

1983/03/23 NHKホール 井上道義 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」

中村紘子(pf.)
第65回青少年のためのプロムナード・コン
サート
～モーツァルトの協奏曲～

1983/04/06 NHKホール #898 A 秋山和慶 オネゲル 交響曲 第5番 「3つのレ」

1983/04/06 NHKホール #898 A 秋山和慶 ドビュッシー 交響詩「海」

1983/04/06 NHKホール #898 A 秋山和慶 ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1983/04/15 NHKホール #899 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
アルテンブルガー、クリスティアン
(vln.)

1983/04/15 NHKホール #899 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1983/04/25 NHKホール #900 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1983/04/25 NHKホール #900 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラッハー パガニーニの主題による変奏曲 作品26

1983/04/25 NHKホール #900 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1983/04/27 NHKホール #901 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1983/05/26
Gewandhaus zu
Leipzig

岩城宏之 湯浅譲二 芭蕉の俳句による情景 ライプツィヒ

1983/05/26
Gewandhaus zu
Leipzig

岩城宏之 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 塩川悠子(vln.) ライプツィヒ

1983/05/29
Kongresshall e des
Kulturpalaste s

岩城宏之 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.) プラハ

1983/05/29
Kongresshall e des
Kulturpalaste s

岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

野島稔(pf.) プラハ

1983/05/29
Kongresshall e des
Kulturpalaste s

岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 プラハ

1983/06/17 NHKホール #902 C ライトナー、フェルディナント 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 ローザンド、アーロン(vln.)

1983/06/17 NHKホール #902 C ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1983/06/22 NHKホール #903 B ライトナー、フェルディナント シュトラウス、リヒャルト 13管楽器のためのセレナード 変ホ長調 作品7

1983/06/22 NHKホール #903 B ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

フィッシャー、アニー(pf.)

1983/06/22 NHKホール #903 B ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1983/06/29 NHKホール #904 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85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

1983/06/29 NHKホール #904 A ライトナー、フェルディナント ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ヴェレット、イレーナ(pf.)

1983/06/29 NHKホール #904 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 家庭交響曲 作品53

1983/07/06 NHKホール #905 B ライトナー、フェルディナント ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

1983/07/06 NHKホール #905 B ライトナー、フェルディナント ヒンデミット 室内音楽 作品36-3 潮田益子(vln.)

1983/07/06 NHKホール #905 B ライトナー、フェルディナント ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1983/07/07 NHKホール #906 C ライトナー、フェルディナント ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1983/07/07,08 NHKホール #906 C 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7番 ハ長調 Hob.I-7
「昼」

1983/07/07,08 NHKホール #906 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5番 ハ短調 作品67

1983/07/14 名古屋市民会館 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

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 潮田益子(vln.)

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1983/07/14 名古屋市民会館 ライトナー、フェルディナント シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257

1983/09/21 NHKホール #907 A ケーゲル、ヘルベルト ストラヴィンスキー サーカス・ポルカ

1983/09/21 NHKホール #907 A ケーゲル、ヘルベルト シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 イェナー、アレクサンダー(pf.)

1983/09/21 NHKホール #907 A ケーゲル、ヘルベルト シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120



1983/09/28 NHKホール #908 B ケーゲル、ヘルベルト 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.)
/三菱商事コーラス同好会(chor.)/松
原混声合唱団(chor.)/湘南市民コー
ル(chor.)
/早稲田大学コール・フリューゲル
(chor.)

合唱指揮：関屋晋

1983/09/30 NHKホール #909 C ケーゲル、ヘルベルト 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

1983/09/30 NHKホール #909 C ケーゲル、ヘルベルト プーランク 2台のピアノのための協奏曲
ラベック、カティア(pf.)/ラベック、マリ
エル(pf.)

1983/09/30 NHKホール #909 C ケーゲル、ヘルベルト ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1983/10/19 NHKホール #910 A グシュルバウアー、テオドル ウェーベルン パッサカリア 作品1

1983/10/19 NHKホール #910 A グシュルバウアー、テオドル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ ピアノ協奏曲 ニ長調 Hob.XVIII-11 ヘブラー、イングリート(pf.)

1983/10/19 NHKホール #910 A グシュルバウアー、テオドル 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 ヘブラー、イングリート(pf.)

1983/10/19 NHKホール #910 A グシュルバウアー、テオドル ルーセル
バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第1番 / 第2
番

1983/10/26 NHKホール #911 B グシュルバウアー、テオドル シューベルト 交響曲 第1番 ニ長調 D.82

1983/10/26 NHKホール #911 B グシュルバウアー、テオドル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 デュシャーブル、フランソワ・ルネ(pf.)

1983/10/26 NHKホール #911 B グシュルバウアー、テオドル 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

1983/10/28 NHKホール #912 C グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1983/10/28 NHKホール #912 C グシュルバウアー、テオドル グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 藤川真弓(vln.)

1983/10/28 NHKホール #912 C グシュルバウアー、テオドル ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1983/11/04 日生劇場
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲
日生劇場開場20周年記念特別公演・ワー
グナー没後100年記念演奏会

1983/11/04 日生劇場
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：第2幕

ヴェンコフ、スパス(トリスタン)/ビョー
ナー、イングリッド(イゾルデ)/佐藤征
一郎(国王マルケ)/田中淑恵(ブラン
ゲーネ)/宮原昭吾(メロート)

日生劇場開場20周年記念特別公演・ワー
グナー没後100年記念演奏会

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト
歌劇「タンホイザー」：エリーザベトの祈り「マリア
様、願いをお聞きください」

ビョーナー、イングリッド(sop.)

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：おごそかなこの広間よ ビョーナー、イングリッド(sop.)

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト
歌劇「タンホイザー」：いかなる悔悟者も感じたこ
とがないほどの情熱を旨に (ローマ語り)

ヴェンコフ、スパス(ten.)

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
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

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト
楽劇「トリスタンとイゾルデ」：愛 の夜よ、とばりを
降ろせ

ビョーナー、イングリッド(sop.)/ヴェン
コフ、スパス(ten.)/田中淑恵
(mez.sop.)

1983/11/09 NHKホール #913 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

1983/11/16 NHKホール #914 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ウェーバー 序曲「霊界の支配者」 作品27

1983/11/16 NHKホール #914 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1983/11/16 NHKホール #914 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1983/11/18 NHKホール #915 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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」

中村紘子(pf.)

1983/11/18 NHKホール #915 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1983/12/02 NHKホール #916 C ヴァント、ギュンター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.250 「ハフナー」

1983/12/02 NHKホール #916 C ヴァント、ギュンター ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)

1983/12/08 NHKホール #917 A ヴァント、ギュンター シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1983/12/08 NHKホール #917 A ヴァント、ギュンター ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1983/12/15 NHKホール #918 B ヴァント、ギュンター ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1983/12/22 NHKホール ギュルケ、ペーター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第46番 ロ長調 Hob.I-46

1983/12/22 NHKホール ギュルケ、ペーター ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

曽我栄子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1984/01/07 NHKホール 尾高忠明 サン・サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28 中村静香(vln.) 第10回若い芽のコンサート

1984/01/07 NHKホール 尾高忠明 モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

酒井秀明(fl.) 第10回若い芽のコンサート

1984/01/07 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 伊藤恵(pf.) 第10回若い芽のコンサート

1984/01/07 NHKホール 尾高忠明 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 加藤知子(vln.) 第10回若い芽のコンサート

1984/01/11 NHKホール #919 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

1984/01/11 NHKホール #919 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40番 ト短調 K.550

1984/01/11 NHKホール #919 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41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」



1984/01/18 NHKホール #920 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28番 ハ長調 K.200

1984/01/18 NHKホール #920 B スウィトナー、オットマール ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1984/01/20 NHKホール #921 C 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」

1984/01/20 NHKホール #921 C 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」

1984/01/28 NHKホール 森正 ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲 青少年のためのプロムナードコンサート

1984/01/28 NHKホール 森正 ビゼー 「アルルの女」組曲 第1番：前奏曲 / カリヨン 青少年のためのプロムナードコンサート

1984/01/28 NHKホール 森正 ビゼー
「アルルの女」組曲 第2番：間奏曲 / メヌエット/
ファランドール

青少年のためのプロムナードコンサート

1984/01/28 NHKホール 森正 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」 弘中孝(pf.)/本荘玲子(pf.) 青少年のためのプロムナードコンサート

1984/01/28 NHKホール 森正 リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34 青少年のためのプロムナードコンサート

1984/02/01 NHKホール #922 A シュタイン、ホルスト ティペット 2つの弦楽オーケストラのための協奏曲

1984/02/01 NHKホール #922 A シュタイン、ホルスト 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 シフ、ハインリヒ(vlc.)

1984/02/01 NHKホール #922 A シュタイン、ホルスト ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

1984/02/08 NHKホール #923 B シュタイン、ホルスト ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

1984/02/08 NHKホール #923 B シュタイン、ホルスト レーガー ベックリンによる4つの音詩 作品128

1984/02/08 NHKホール #923 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

1984/02/11
ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト 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：序
曲

1984/02/11
ザ・シンフォニー
ホール

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

1984/02/11
ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1984/02/24 NHKホール #924 C シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

1984/02/24 NHKホール #924 C シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

1984/02/24 NHKホール #924 C シュタイン、ホルスト フランク 交響曲 ニ短調

1984/03/07 NHKホール #925 A 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 (ノヴァーク版)

1984/03/14 NHKホール #926 B マタチッチ、ロヴロ･フォン マタチッチ 対決の交響曲

1984/03/14 NHKホール #926 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

1984/03/23 NHKホール #927 C 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

1984/03/23 NHKホール #927 C 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

1984/04/06
ゆうぽうと簡易保
険ホール

外山雄三 柴田南雄 シンフォニア 日本現代音楽の夕べ

1984/04/06
ゆうぽうと簡易保
険ホール

外山雄三 一柳慧 ヴァイオリン協奏曲 「循環する風景」 徳永二男(vln.)
1984年第32回尾高賞受賞日本現代音楽
の夕べ

1984/04/06
ゆうぽうと簡易保
険ホール

外山雄三 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) 日本現代音楽の夕べ

1984/04/06
ゆうぽうと簡易保
険ホール

外山雄三 武満徹 夢の縁へ 鈴木一郎(guit.) 日本現代音楽の夕べ

1984/04/06
ゆうぽうと簡易保
険ホール

外山雄三 石井眞木
曙光～テトラトーンの響き 作品
39

日本現代音楽の夕べ

1984/04/13 NHKホール #928 C フォスター、ローレンス メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1984/04/13 NHKホール #928 C フォスター、ローレンス フランク 交響的変奏曲 田崎悦子(pf.)

1984/04/13 NHKホール #928 C フォスター、ローレンス 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/ ロメオとジュリエット
/ 踊り/ タイボルトの死 /ジュリエットの墓の前
のロメオ

1984/04/18 NHKホール #929 A フォスター、ローレンス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第99番 変ホ長調
Hob.I-99

1984/04/18 NHKホール #929 A フォスター、ローレンス ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 シェリング、ヘンリク(vln.)

1984/04/25 NHKホール #930 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1984/04/25 NHKホール #930 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 ポップ、ルチア(sop.)

1984/04/25 NHKホール #930 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス
セレナード 第1番 ニ長調 作品
11

1984/04/29 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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 日独交歓

1984/04/29 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ムター、アンネ・ゾフィー(vln.) 日独交歓

1984/04/29 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

オルフ カルミナ・ブラーナ

ポップ、ルチア(sop.)/小林一男
(ten.)/プライ、ヘルマン(br.)/東京藝
術大学(chor.)/東京放送児童合唱団
(childrenchor.)

日独交歓

1984/05/09 NHKホール #931 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1984/05/09 NHKホール #931 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ウーギ、ウート(vln.)



1984/05/09 NHKホール #931 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

1984/05/16 NHKホール #932 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リャードフ 交響詩「魔の湖」 作品62

1984/05/16 NHKホール #932 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1984/05/18 NHKホール #933 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第4番 ハ短調 D.417　「悲劇的」

1984/05/18 NHKホール #933 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 地平線のドーリア 作曲家の個展'86武満徹

1984/06/13 東京文化会館 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) 作曲家の個展'86武満徹

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 鳥は星形の庭に降りる 作曲家の個展'86武満徹

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 ドリームタイム 作曲家の個展'86武満徹

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 オリオンとプレアデス (犂と昴) 堤剛(vlc.)
日本初演
作曲家の個展'86武満徹

1984/06/22 NHKホール #934 C ワルベルク、ハインツ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第100番 ト長調 Hob.I-100 「軍隊」

1984/06/22 NHKホール #934 C ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

ダルベルト、ミシェル(pf.)

1984/06/22 NHKホール #934 C ワルベルク、ハインツ ラヴェル 道化師の朝の歌

1984/06/22 NHKホール #934 C ワルベルク、ハインツ ラヴェル ボレロ

1984/06/27 NHKホール #935 A ワルベルク、ハインツ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

1984/06/27 NHKホール #935 A ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 デ・ラローチャ、アリシア(pf.)

1984/06/27 NHKホール #935 A ワルベルク、ハインツ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1984/07/04 NHKホール #936 B ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク スケルツォ・カプリッチオーソ作品66

1984/07/04 NHKホール #936 B ワルベルク、ハインツ ブラームス アルト･ラプソディー 作品53
秋葉京子(alt.)/慶應義塾ワグネル・
ソサイエティ男声合唱団(malechor.)

1984/07/04 NHKホール #936 B ワルベルク、ハインツ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

1984/07/18 福山市民会館 ワルベルク、ハインツ ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」

1984/07/18 福山市民会館 ワルベルク、ハインツ リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 花房晴美(pf.)

1984/07/18 福山市民会館 ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」：第1曲 徳永二男(vln.)/堀正文(vln.)
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 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

徳永二男(vln.)/堀正文(vln.)
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 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
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 ビゼー
歌劇「カルメン」：闘牛士の歌
「諸君の乾杯を喜んで受けよ う」

NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶
ロイド･ウェッバー
(南安雄)

ミュージカル「キャッツ」から
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 グッサーゴ ６声のためのソナタ「ラ・ファッカ」
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 変ロ長調　作品18-6：第1楽章
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 ホルスト 組曲「惑星」 作品32：木星
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 武満徹 星・島
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 シュトラウス、リヒャルト 歌劇「ばらの騎士」 作品59：第3幕のワルツ
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/09/12 NHKホール #937 A
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ヴォルジシェク シンフォニア ニ長調

1984/09/12 NHKホール #937 A
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 堀正文(vln.)/菅沼準二(vla.)

1984/09/12 NHKホール #937 A
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マルティヌー 交響曲 第4番

1984/09/19 NHKホール #938 B
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ノヴァーク
交響詩「永遠のあこがれ」 作品
33

1984/09/19 NHKホール #938 B
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ブロデク フルート協奏曲 ニ長調 小出信也(fl.)

1984/09/19 NHKホール #938 B
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1984/09/19 NHKホール #938 B
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ヤナーチェク タラス・ブーリバ

1984/09/28 NHKホール #939 C
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1984/09/28 NHKホール #939 C
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 トレチャコフ、ヴィクトル(vln.)

1984/09/28 NHKホール #939 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



1984/10/05 NHKホール #940 C スラットキン、レナード ルース 地獄の機械

1984/10/05 NHKホール #940 C スラットキン、レナード プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 カリクシュタイン、ヨーゼフ(pf.)

1984/10/05 NHKホール #940 C スラットキン、レナード ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1984/10/11 NHKホール #941 A スラットキン、レナード シュヴァントナー アフタートーンズ・インフィニティ コロ・アルス・ノヴァ(chor.)

1984/10/11 NHKホール #941 A スラットキン、レナード サン・サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103 トッコ、ジェームズ(pf.)

1984/10/11 NHKホール #941 A スラットキン、レナード ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1984/10/17 NHKホール #942 B スラットキン、レナード 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

1984/10/17 NHKホール #942 B スラットキン、レナード バッハ、J.S. チェンバロ協奏曲 第5番 ヘ短調 BWV1056 中村紘子(pf.)

1984/10/17 NHKホール #942 B スラットキン、レナード バッハ、J.S.
チェンバロ協奏曲 第1番 ニ短調
BWV1052

中村紘子(pf.)

1984/10/17 NHKホール #942 B スラットキン、レナード ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

尾高忠明 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

青少年のためのプロムナードコンサート

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

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」 舘野泉(pf.) 青少年のためのプロムナードコンサート

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

尾高忠明 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 青少年のためのプロムナードコンサート

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

尾高忠明 シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 第2番 青少年のためのプロムナードコンサート

1984/11/03
洗足学園大学 前
田ホール

ラハバリ、アレクサンダー ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 田崎悦子(pf.)

1984/11/03
洗足学園大学 前
田ホール

ラハバリ、アレクサンダー リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 徳永二男(vln.)

1984/11/03
洗足学園大学 前
田ホール

ラハバリ、アレクサンダー エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1 徳永二男(vln.)

1984/11/07 NHKホール #943 A ラハバリ、アレクサンダー ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1984/11/07 NHKホール #943 A ラハバリ、アレクサンダー リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 徳永二男(vln.)

1984/11/14 NHKホール #944 B ラハバリ、アレクサンダー シェーンベルク 清められた夜 作品4

1984/11/14 NHKホール #944 B ラハバリ、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 シュミット、アンネローゼ(pf.)

1984/11/16 NHKホール #945 C ラハバリ、アレクサンダー ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1984/11/16 NHKホール #945 C ラハバリ、アレクサンダー ジョリヴェ ピアノ協奏曲 「赤道協奏曲」 コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

1984/11/16 NHKホール #945 C ラハバリ、アレクサンダー ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1984/12/05 NHKホール #946 A ノイマン、ヴァーツラフ グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

1984/12/05 NHKホール #946 A ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク 交響詩「のばと」 作品110

1984/12/05 NHKホール #946 A ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1984/12/12 NHKホール #947 B ノイマン、ヴァーツラフ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
伊原直子(alt.)/上野学園大学音楽
学部(chor.)/国立音楽大学附属小学
校(children'schor.)

合唱指揮：島塚光/尾原敏子

1984/12/14 NHKホール #948 C ノイマン、ヴァーツラフ ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲

1984/12/14 NHKホール #948 C ノイマン、ヴァーツラフ ビゼー
「アルルの女」組曲 第1番 / 第2番：前奏曲 / カ
リヨン / 田園曲 / ファランドール

第2番の編曲者はエルネスト・ギロー

1984/12/14 NHKホール #948 C ノイマン、ヴァーツラフ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1984/12/22 NHKホール ノイマン、ヴァーツラフ バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第6番 変ロ長調
BWV1051

1984/12/22 NHKホール ノイマン、ヴァーツラフ 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.)
/小林一男(ten.)/勝部太(br.)/
国立音楽大学(chor.)

1985/01/06 NHKホール 十束尚宏 リスト 交響詩「レ・プレリュード」 第11回若い芽のコンサート

1985/01/06 NHKホール 尾高忠明 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 漆原朝子(vln.) 第11回若い芽のコンサート

1985/01/06 NHKホール 尾高忠明 ラヴェル チガーヌ 奥村智洋(vln.) 第11回若い芽のコンサート

1985/01/06 NHKホール 尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 原田英代(pf.) 第11回若い芽のコンサート

1985/01/10 NHKホール #949 A コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1985/01/10 NHKホール #949 A コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク 交響的変奏曲 作品78

1985/01/10 NHKホール #949 A コシュラー、ズデニェク ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1985/01/23 NHKホール #950 B コシュラー、ズデニェク シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1985/01/23 NHKホール #950 B コシュラー、ズデニェク バルトーク 2つの映像 作品10

1985/01/23 NHKホール #950 B コシュラー、ズデニェク ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1985/01/25 NHKホール #951 C コシュラー、ズデニェク ワインベルガー
歌劇「バグパイプ吹きのシュワンダ」：ポルカと
フーガ

1985/01/25 NHKホール #951 C コシュラー、ズデニェク ブルッフ スコットランド幻想曲 作品46 徳永二男(vln.)

1985/01/25 NHKホール #951 C コシュラー、ズデニェク プロコフィエフ
歌劇「3つのオレンジへの恋」：行進曲 / スケル
ツォ

1985/01/25 NHKホール #951 C コシュラー、ズデニェク プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131



1985/02/06 NHKホール #952 A 渡邉暁雄 ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、渡邉暁雄に指揮者変更

1985/02/06 NHKホール #952 A 渡邉暁雄 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、渡邉暁雄に指揮者変更

1985/02/06 NHKホール #952 A 渡邉暁雄 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
ハレル、リン(vlc.)/菅沼準二
(vla.)

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

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

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、山田一雄に指揮者変更

1985/02/13 NHKホール #953 B 山田一雄 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はオットマール・スウィト
ナーであったが、山田一雄に指揮者変更

1985/02/18 東京文化会館 渡邉暁雄 ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
小山実稚恵(pf.)/加藤知子
(vln.)/山崎伸子(vlc.)

都民芸術フェスティバル～第16回都民の
ためのコンサート

1985/02/18 東京文化会館 渡邉暁雄 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
都民芸術フェスティバル～第16回都民の
ためのコンサート

1985/02/22 NHKホール #954 C 渡邉暁雄 バッハ、J.S. ミサ曲 ロ短調 BWV232
曽我栄子(sop.)/西明美(alt.)/佐々木
正利(ten.)/大島幾雄(br.)/高橋啓三
(bs.)/国立音楽大学(chor.)

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

1985/03/06 NHKホール #955 A 外山雄三 三善晃 童声合唱とオーケストラのための「響紋」 東京放送児童合唱団(childrenchor.)
1985年第33回尾高賞受賞合唱指導：古橋
富士雄

1985/03/06 NHKホール #955 A 外山雄三 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1985/03/06 NHKホール #955 A 外山雄三 バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1985/03/08 NHKホール #956 C 外山雄三 ブリテン マチネ・ミュジカル作品24

1985/03/08 NHKホール #956 C 外山雄三 一柳慧 ヴァイオリン協奏曲 「循環する風景」 徳永二男(vln.)

1985/03/08 NHKホール #956 C 外山雄三 ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲

1985/03/08 NHKホール #956 C 外山雄三 レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

1985/03/27 NHKホール #957 B 外山雄三 メシアン トゥランガリラ交響曲
高橋アキ(pf.)/原田節
(ondesMartenot)

1985/04/17 NHKホール #958 A クロブチャール、ベリスラフ バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 ヘッツェル、ゲルハルト(vln.)

1985/04/17 NHKホール #958 A クロブチャール、ベリスラフ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1985/04/24 NHKホール #959 B クロブチャール、ベリスラフ シューベルト 交響曲 第6番 ハ長調 D.589

1985/04/24 NHKホール #959 B クロブチャール、ベリスラフ マーラー 交響曲「大地の歌」 伊原直子(alt.)/小林一男(ten.)

1985/04/26 NHKホール #960 C クロブチャール、ベリスラフ モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1985/04/26 NHKホール #960 C クロブチャール、ベリスラフ メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

1985/04/26 NHKホール #960 C クロブチャール、ベリスラフ 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

1985/05/08 NHKホール #961 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1985/05/08 NHKホール #961 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ノヴァーク版)

1985/05/15 NHKホール #962 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品8 堀正文(vln.)

1985/05/15 NHKホール #962 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響的幻想曲「イタリアから」 作品16

1985/05/17 NHKホール #963 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1985/05/17 NHKホール #963 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1985/06/12 NHKホール #964 A ドレヴァンツ、ハンス ドビュッシー 交響詩「海」

1985/06/12 NHKホール #964 A ドレヴァンツ、ハンス バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 コチシュ、ゾルターン(pf.)

1985/06/12 NHKホール #964 A ドレヴァンツ、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

1985/06/19 NHKホール #965 B ドレヴァンツ、ハンス ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 オコーナー、ジョン(pf.)

1985/06/19 NHKホール #965 B ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第4番 ト長調 大倉由紀枝(sop.)

1985/06/21 NHKホール #966 C ドレヴァンツ、ハンス チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 ルディ、ミハイル(pf.)

1985/06/21 NHKホール #966 C ドレヴァンツ、ハンス バルトーク オーケストラのための協奏曲

1985/07/14 東京文化会館 尾高忠明 三善晃 レクイエム 東京混声合唱団(chor.)
作曲家の個展'85三善晃合唱指導：田中信
昭

1985/07/14 東京文化会館 尾高忠明 三善晃 詩篇 (宗左近詩「縄紋」による) 東京混声合唱団(chor.)
作曲家の個展'85三善晃合唱指導：田中信
昭

1985/07/14 東京文化会館 尾高忠明 三善晃 童声合唱とオーケストラのための「響紋」

荒川少年少女合唱団
(childrenchor.)/東京放送児童合唱
団(childrenchor.)/ひばり児童合唱団
(childrenchor.)

作曲家の個展'85三善晃合唱指導：渡辺顕
麿(東京荒川少年少女合唱隊)合唱指導：
古橋富士雄(東京放送児童合唱団)合唱指
導：清水雅彦(ひばり児童合唱団)



1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A.
歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」 K.621：もしあなた
があなた方のために

テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A.
歌劇「ツァイーデ」 K.344：おやすみなさい、安ら
かに、私のい としい方

テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン 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」

キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A. アリア「私は行ってしまう､でもどこへ」 K.583 テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「我が美しき恋人よ、さ
らば―あなたはお留まりください、ああ、愛しの
お人よ」 K.528

テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン シャルパンティエ 歌劇「ルイーズ」：その日から テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン グノー 歌劇「ファウスト」：何と美しいこの姿 テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン ビゼー(ホフマン) 「カルメン」組曲 第1番
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン ベルリーニ 歌劇「ロメオとジュリエット」：おお、いくたびか テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン ボイト 歌劇「メフィストーフェレ」：いつかの夜、海の底に テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

ホプキンズ、ジョン プッチーニ 歌劇「トスカ」：歌に生き、恋に生き テ・カナワ、キリ(sop.)
キリ・テ・カナワ
オペラ・アリアの夕

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

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

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

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

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

1985/09/25 NHKホール #968 B ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ブレンデル、アルフレート(pf.)

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

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

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

1985/10/05 NHKホール #970 A ペリック、クリストフ サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 ロジェ、パスカル(pf.)

1985/10/05 NHKホール #970 A ペリック、クリストフ ショスタコーヴィチ
交響曲 第7番 ハ長調 作品60
「レニングラード」

1985/10/10 NHKホール ペリック、クリストフ プロコフィエフ ピーターとおおかみ 作品67 津川雅彦(narr.) NHKクラシック・ステージ

1985/10/16 NHKホール #971 B ペリック、クリストフ シューベルト(リスト) さすらい人幻想曲 作品15 D.760 カツァリス、シプリアン(pf.)

1985/10/16 NHKホール #971 B ペリック、クリストフ リスト ハンガリー幻想曲 カツァリス、シプリアン(pf.)

1985/10/16 NHKホール #971 B ペリック、クリストフ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1985/10/19 NHKホール #972 C ペリック、クリストフ シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

1985/10/19 NHKホール #972 C ペリック、クリストフ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 フィッシャー、アニー(pf.)

1985/10/19 NHKホール #972 C ペリック、クリストフ 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」

1985/11/06 NHKホール #973 A シュタイン、ホルスト シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 ゲリンカス、ダーヴィド(vlc.)

1985/11/06 NHKホール #973 A シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1985/11/13 NHKホール #974 B シュタイン、ホルスト シベリウス ペレアスとメリザンド 作品46 上野学園大学音楽学部(chor.) 合唱指導：島塚光

1985/11/13 NHKホール #974 B シュタイン、ホルスト 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

宮本明恭(fl.)/小島葉子(ob.)/浜中浩
一(cl.)/岡崎耕治(fg.)/津堅直弘
(trp.)/松﨑裕(hrn.)/神谷敏(trb.)

1985/11/13 NHKホール #974 B シュタイン、ホルスト ドビュッシー 夜想曲 上野学園大学音楽学部(chor.) 合唱指導：島塚光

1985/11/15 NHKホール #975 C 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31番 ニ長調 Hob.I-31 「角笛の合図」

1985/11/15 NHKホール #975 C シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314
シェレンベルガー、ハンスイェルク
(ob.)

1985/11/15 NHKホール #975 C シュタイン、ホルスト ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲

1985/11/15 NHKホール #975 C シュタイン、ホルスト レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1985/11/27 立川市市民会館 小泉和裕 ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲

1985/11/27 立川市市民会館 小泉和裕 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 漆原朝子(vln.)

1985/12/05 NHKホール #976 A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1985/12/11 NHKホール #977 B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バッハ、J.S. マニフィカト ニ長調 BWV243

白石敬子(sop.)/名古屋木実(sop.)/
志村年子(mez.sop.)/佐々木正利
(ten.)/高橋啓三(bs.)国立音楽大学
(chor.)

1985/12/11 NHKホール #977 B
ブロムシュテット、ヘルベル
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)

1985/12/13 NHKホール #978 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1985/12/13 NHKホール #978 C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46



1985/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」

1985/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

片岡啓子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/池田直樹
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1986/01/08 NHKホール #979 A スタインバーグ、ピンカス リスト 交響詩「タッソー」

1986/01/08 NHKホール #979 A スタインバーグ、ピンカス リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 中村紘子(pf.)

1986/01/08 NHKホール #979 A スタインバーグ、ピンカス ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1986/01/12 NHKホール スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 第12回若い芽のコンサート

1986/01/22 NHKホール #980 B スタインバーグ、ピンカス ウォルトン 組曲「ヘンリー5世」

1986/01/22 NHKホール #980 B スタインバーグ、ピンカス 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」

クーパー、イモジェン(pf.)

1986/01/22 NHKホール #980 B スタインバーグ、ピンカス フランク 交響曲 ニ短調

1986/01/24 NHKホール #981 C スタインバーグ、ピンカス ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1986/01/24 NHKホール #981 C スタインバーグ、ピンカス ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 小山実稚恵(pf.)

1986/01/24 NHKホール #981 C スタインバーグ、ピンカス ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1986/02/05 NHKホール #982 A 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 ニ長調 K.320 「ポストホルン」

1986/02/05,06 NHKホール #982 A 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

1986/02/12 NHKホール #983 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」

1986/02/12 NHKホール #983 B スウィトナー、オットマール ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール スッペ 喜歌劇「軽騎兵」：序曲

1986/02/21,22 NHKホール #984 C 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「女心」 作品166

1986/02/21,22 NHKホール #984 C 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

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール ランナー ワルツ「宮廷舞踏会」 作品161

1986/02/21,22 NHKホール #984 C 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

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」：序曲

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール 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

1986/02/21,22 NHKホール #984 C 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

1986/02/21,22 NHKホール #984 C 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

1986/02/21,22 NHKホール #984 C 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

1986/02/21,22 NHKホール #984 C 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

1986/02/21,22 NHKホール #984 C スウィトナー、オットマール
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

1986/02/21,22 NHKホール #984 C 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

1986/03/05 NHKホール #985 A 秋山和慶 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 清水和音(pf.)

1986/03/05 NHKホール #985 A 秋山和慶 ドビュッシー 映像

1986/03/05 NHKホール #985 A 秋山和慶 山田耕筰 音詩「暗い扉」

1986/03/07 NHKホール #986 C 秋山和慶 山田耕筰 音詩「曼荼羅の華」

1986/03/07 NHKホール #986 C 秋山和慶 ケルビーニ ホルンと弦楽のための2つのソナタ ヘ長調 ダム、ペーター(hrn.)

1986/03/07 NHKホール #986 C 秋山和慶 シェック ホルン協奏曲 ダム、ペーター(hrn.)

1986/03/07 NHKホール #986 C 秋山和慶 ホルスト 組曲「惑星」 作品32 東京放送児童合唱団(childrenchor.)
合唱指揮：古橋富士雄女声合唱のパート
を児童合唱が演奏

1986/03/26 NHKホール #987 B 秋山和慶 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」

1986/03/26 NHKホール #987 B 秋山和慶 三善晃 童声合唱とオーケストラのための「響紋」 東京放送児童合唱団(childrenchor.) 合唱指揮：古橋富士雄

1986/03/26 NHKホール #987 B 秋山和慶 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 クレメル、ギドン(vln.)

1986/04/16 NHKホール #988 A マーク、ペーター シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1986/04/16 NHKホール #988 A マーク、ペーター シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1986/04/25 NHKホール #990 C 朝比奈隆 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

片岡啓子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/勝部太(br.)/
東京藝術大学(chor.)

合唱指揮：田中信昭

1986/05/07 NHKホール #991 A ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1986/05/07 NHKホール #991 A ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲



1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント ウェーバー クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 作品73 浜中浩一(cl.)

1986/05/09 NHKホール #992 C ライトナー、フェルディナント ラヴェル ボレロ

1986/05/09 NHKホール #992 C 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「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

1986/05/09 NHKホール #992 C 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

1986/05/14 NHKホール #993 B 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
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Hob.VIIb-1

マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1986/05/14 NHKホール #993 B ライトナー、フェルディナント ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1986/06/11 NHKホール #994 A 若杉弘 マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1986/06/19 NHKホール #995 B 若杉弘 ドビュッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」 (演奏会形式)

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

省略部分あり
合唱指導：岡田司

1986/06/27 NHKホール #996 C 若杉弘 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1986/06/27 NHKホール #996 C 若杉弘 ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ノ
ヴァーク版)

1986/08/08
昭和女子大学 人
見記念講堂

外山雄三 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 協奏曲の夕べ

1986/08/08
昭和女子大学 人
見記念講堂

外山雄三 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

ブーニン、スタニスラフ(pf.) 協奏曲の夕べ

1986/08/08
昭和女子大学 人
見記念講堂

外山雄三 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ブーニン、スタニスラフ(pf.) 協奏曲の夕べ

1986/09/17 NHKホール #997 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1986/09/19 NHKホール #998 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1986/09/19 NHKホール #998 C
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1986/09/24 NHKホール #999 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 交響曲 第20番 ニ短調 K.133

1986/09/24 NHKホール #999 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 変容

差し込み用紙によると、独唱者(ベルント・
ワイケルBerndWeikl)の出演が不可能と
なったため曲目をR.シュトラウスの歌曲3曲
からR.シュトラウス《メタモルフォーゼン
Metamorphosen》に変更
変更前の曲目は下記の通り
2つの大きな歌2grössereGesängeop.44：第
1曲
4つの歌4Gesängeop.33：第3曲/第4曲

1986/09/24 NHKホール #999 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1986/10/01 NHKホール
#1000(
特別)

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」 作品70

ポップ、ルチア(sop.)/曽我栄子
(sop.)/五十嵐郁子(sop.)/ナーフェ、
アリシア(alt.)/荒道子(alt.)
/ザイフェルト、ペーター(ten.)/小林
一男(ten.)/ワイクル、ベルント(bs.)/
福島明也(bs.)/高橋啓三(bs.)/国立
音楽大学(chor.)

サヴァリッシュの意向により、急遽福島氏
が出演した差し込み用紙には「第1部第7
曲の第1バス：福島明也
FUKUSHIMA,Akiya」と記載がある

1986/10/08 NHKホール
#1001
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1986/10/08 NHKホール
#1001
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1986/10/17 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
ミサ曲 第7番 ハ長調 Hob.XXII-9 「戦時のミサ
曲」

大倉由紀枝(sop.)/辻宥子(alt.)
/黒田晋也(ten.)/勝部太(bs.)/
東京音楽大学(chor.)

合唱指導：篠崎義昭

1986/10/17 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1986/10/18 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1986/10/22 NHKホール
#1003
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

ヴェレット、イレーナ(pf.)

1986/10/22 NHKホール
#1003
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1986/10/26
ゆうぽうと簡易保
険ホール

リュッベン、ヘルマンジョセ
フ

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
第17回NTT～バイエル男声合唱団を迎え
て

1986/11/07 NHKホール
#1004
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1986/11/07 NHKホール
#1004
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」

1986/11/13 NHKホール
#1005
A

ノイマン、ヴァーツラフ スメタナ 交響詩「わが祖国」

1986/11/19 NHKホール
#1006
B

ノイマン、ヴァーツラフ マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

1986/11/19 NHKホール
#1006
B

ノイマン、ヴァーツラフ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1986/11/27 サントリーホール 秋山和慶 ヴィヴァルディ 四季 作品8：秋 / 冬
ラルド、ジェイミー(vln.)/スターン、ア
イザック(vln.)

アイザック・スターンと仲間たち

1986/11/27 サントリーホール 秋山和慶 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 アックス、エマニュエル(pf.) アイザック・スターンと仲間たち

1986/12/03 NHKホール
#1007
A

スウィトナー、オットマール ウォルフ 交響詩「ペンテジレア」

1986/12/03 NHKホール
#1007
A

スウィトナー、オットマール ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1986/12/12 NHKホール
#1008
C

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」



1986/12/12 NHKホール
#1008
C

スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1986/12/17 NHKホール
#1009
B

スウィトナー、オットマール ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1986/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ヘンデル 組曲「水の上の音楽」第3番 ト長調

1986/12/22 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」

片岡啓子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/池田直樹
(br.)/国立音楽大学(chor.)

1987/01/08 NHKホール 外山雄三 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 竹澤恭子(vln.) 第13回若い芽のコンサート

1987/01/08 NHKホール 外山雄三 マイアベーア 歌劇「ディノラ」：影の歌 佐橋美起(sop.) 第13回若い芽のコンサート

1987/01/08 NHKホール 外山雄三 ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：麗しい光が 佐橋美起(sop.) 第13回若い芽のコンサート

1987/01/08 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 田中雅弘(vlc.) 第13回若い芽のコンサート

1987/01/08 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 若林顕(pf.) 第13回若い芽のコンサート

1987/01/16 NHKホール
#1010
C

ボド、セルジュ ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」 秋葉京子(sop.)

「夜」「占い」「漁夫の物語」を除く
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初省略予定だった「愛の悩みの歌」
をプログラムの3曲目に追加

1987/01/16 NHKホール
#1010
C

ボド、セルジュ サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 レアック、ピエール(pf.)

1987/01/16 NHKホール
#1010
C

ボド、セルジュ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1987/01/22 NHKホール
#1011
A

ボド、セルジュ デュティユー 交響曲 第1番

1987/01/22 NHKホール
#1011
A

ボド、セルジュ リスト(ブゾーニ) スペイン狂詩曲 エンゲラー、ブリジット(pf.)

1987/01/22 NHKホール
#1011
A

ボド、セルジュ ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1987/01/28 NHKホール
#1012
B

ボド、セルジュ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1987/02/06 NHKホール
#1013
C

ベルティーニ、ガリー ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

S.P.ディアギレフを賛えて

1987/02/06 NHKホール
#1013
C

ベルティーニ、ガリー ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 二期会(chor.) S.P.ディアギレフを賛えて

1987/02/12 NHKホール
#1014
A

ベルティーニ、ガリー マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
伊原直子(mez.sop.)/国立音楽大学
(chor.)/国立音楽大学附属小学校
(childrenchor.)

合唱指導：長井則文、尾原敏子

1987/02/18 NHKホール
#1015
B

ベルティーニ、ガリー ヴェルディ レクイエム
片岡啓子(sop.)/秋葉京子(alt.)
/市原多朗(ten.)/マルティノヴィチ、
ボリス(bs.)/武蔵野音楽大学(chor.)

合唱指導：佐久間哲也

1987/02/23 サントリーホール ベルティーニ、ガリー メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

都民芸術フェスティバル・第18回都民のた
めのコンサート

1987/02/23 サントリーホール ベルティーニ、ガリー チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
都民芸術フェスティバル・第18回都民のた
めのコンサート

1987/02/23 サントリーホール ベルティーニ、ガリー ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲
都民芸術フェスティバル・第18回都民のた
めのコンサート

1987/03/06 NHKホール
#1016
C

岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ

1987/03/06 NHKホール
#1016
C

岩城宏之 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」

ツェートマイアー、トーマス(vln.)

1987/03/06 NHKホール
#1016
C

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」

1987/03/12 NHKホール
#1017
A

岩城宏之 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ダン、タイ・ソン(pf.)

1987/03/12 NHKホール
#1017
A

岩城宏之 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1987/03/25 NHKホール
#1018
B

岩城宏之 石井眞木 響層 作品14

1987/03/25 NHKホール
#1018
B

岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

伊藤恵(pf.)

1987/03/25 NHKホール
#1018
B

岩城宏之 ヤナーチェク シンフォニエッタ

1987/04/03 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト クープランのクラヴサン曲による舞踏組曲

1987/04/03 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1987/04/03 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ 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

1987/04/04 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト クープランのクラヴサン曲による舞踏組曲

1987/04/04 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1987/04/04 NHKホール
#1019
C

ムント、ウーヴェ 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

1987/04/09 NHKホール
#1020
A

ムント、ウーヴェ スクリャービン 法悦の詩 作品54

1987/04/09 NHKホール
#1020
A

ムント、ウーヴェ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1987/04/15 NHKホール
#1021
B

ムント、ウーヴェ ウェーベルン パッサカリア 作品1

1987/04/15 NHKホール
#1021
B

ムント、ウーヴェ 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」 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.)

1987/04/15 NHKホール
#1021
B

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1987/04/24 NHKホール
#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

オネゲル 交響曲 第3番 「礼拝」

1987/04/24 NHKホール
#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1987/04/25 NHKホール
#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

オネゲル 交響曲 第3番 「礼拝」

1987/04/25 NHKホール
#1022
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30



1987/04/30,05/01 NHKホール
#1023
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24

1987/04/30,05/01 NHKホール
#1023
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヒナステラ ハープ協奏曲 作品25 吉野直子(hrp.)

1987/04/30,05/01 NHKホール
#1023
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1987/05/06 NHKホール
#1024
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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」

1987/05/06 NHKホール
#1024
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1987/05/17 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
アラウ、N響特別演奏会～ベートーヴェン
の夕べ～

1987/05/30 東京文化会館 外山雄三 松村禎三 チェロ協奏曲 上村昇(vlc.)
1983年日本フィルハーモニー25周年記念
委嘱第13回民音現代作曲音楽祭

1987/05/30 東京文化会館 外山雄三 細川俊夫
独奏ヴァイオリンと2群のオーケストラのための
「時の果てへ…」

数住岸子(vln.)
第13回民音現代作曲音楽祭委嘱第13回
民音現代作曲音楽祭

1987/05/30 東京文化会館 外山雄三 池辺晋一郎 ピアノ協奏曲 II "Tu m'"… (おまえは私を…) 高橋アキ(pf.)
第13回民音現代作曲音楽祭委嘱第13回
民音現代作曲音楽祭

1987/06/19 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1987/06/19 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ヴィニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 作品14 五嶋みどり(vln.)

1987/06/19 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

1987/06/20 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1987/06/20 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ヴィニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 作品14 五嶋みどり(vln.)

1987/06/20 NHKホール
#1025
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

1987/06/25 NHKホール
#1026
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク 序曲「オセロ」 作品93

1987/06/25 NHKホール
#1026
A

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 堤剛(vlc.)

1987/06/25 NHKホール
#1026
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1987/07/02 NHKホール
#1027
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
佐藤しのぶ(sop.)/シニャフスカヤ、タ
マーラ(alt.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：佐藤公孝

1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 三善晃 レオス

京都市交響楽団委嘱サントリーホール定
期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'87
～都市と音楽III京都―伝統と革新

1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 石井眞木 交響詩「祇王」 作品60 赤尾三千子(横笛)

京都市交響楽団委嘱サントリーホール定
期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'87
～都市と音楽III京都―伝統と革新

1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 武満徹 夢窓

京都信用金庫創立60周年記念委嘱サント
リーホール定期演奏会NHK交響楽団シ
リーズ'87～都市と音楽III京都―伝統と革
新

1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 諸井誠 協奏交響曲 第1番 「偶対」
宮田まゆみ(笙)/三橋貴風(尺八)/福
田輝久(尺八)/堅田啓輝(打物)/藤舎
華鳳(打物)

京都市交響楽団委嘱サントリーホール定
期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'87
～都市と音楽III京都―伝統と革新

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ長調 K.211 堀米ゆず子(vln.) 朝日ベルサロン特別公演

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 バルトーク ラプソディ 第1番 堀米ゆず子(vln.) 朝日ベルサロン特別公演

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 小山実稚恵(pf.) 朝日ベルサロン特別公演

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 チレーア
歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」：私は神のい
やしいしもべで す

渡辺葉子(sop.) 朝日ベルサロン特別公演

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 オッフェンバック
歌劇「ホフマン物語」：間奏曲 /
舟唄

朝日ベルサロン特別公演

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 グノー 歌劇「ファウスト」：何と美しいこの姿 渡辺葉子(sop.) 朝日ベルサロン特別公演

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」：間奏曲 朝日ベルサロン特別公演

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」：鳥の歌「大空を はれやかに」 渡辺葉子(sop.) 朝日ベルサロン特別公演

1987/07/14 サントリーホール 外山雄三 プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に 渡辺葉子(sop.) 朝日ベルサロン特別公演

1987/07/24 倉敷市民会館 外山雄三 プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25
NHK岡山放送局テレビ放送開始30周年記
念
倉敷市新市発足20周年記念

1987/07/24 倉敷市民会館 外山雄三 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 アシュケナージ、ヴォフカ(pf.)
NHK岡山放送局テレビ放送開始30周年記
念
倉敷市新市発足20周年記念

1987/07/24 倉敷市民会館 外山雄三 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
NHK岡山放送局テレビ放送開始30周年記
念
倉敷市新市発足20周年記念

1987/07/24 倉敷市民会館 外山雄三 シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 第2番
NHK岡山放送局テレビ放送開始30周年記
念
倉敷市新市発足20周年記念

1987/09/04 サントリーホール デュトワ、シャルル ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'87
～都市と音楽IVパリ1913年

1987/09/04 サントリーホール デュトワ、シャルル 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.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'87
～都市と音楽IVパリ1913年

1987/09/04 サントリーホール デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'87
～都市と音楽IVパリ1913年

1987/09/09 NHKホール
#1028
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24

松本美和子(mez.sop.)/小林一男
(ten.)/木村俊光(br.)/勝部太(bs.)/斉
田正子(sop.)/晋友会(chor.)/東京放
送児童合唱団(childrenchor.)

合唱指導：関屋晋、古橋富士雄
原語指導：村田健司



1987/09/16 NHKホール
#1029
B

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1987/09/16 NHKホール
#1029
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 リカド、セシル(pf.)

1987/09/16 NHKホール
#1029
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1987/09/18,19 NHKホール
#1030
C

デュトワ、シャルル リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

1987/09/18,19 NHKホール
#1030
C

デュトワ、シャルル サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1987/10/07 NHKホール
#1031
A

カリーディス、ミルティアデス バッハ、J.S. ヴァイオリン協奏曲 第2番 ホ長調 BWV1042 山口裕之(vln.)

1987/10/07 NHKホール
#1031
A

カリーディス、ミルティアデス バルトーク 歌劇「青ひげ公の城」 作品11 (演奏会形式)
矢野恵子(sop.)/池田直樹(br.)
/日下武史(Prologuenarr.)

1987/10/14 NHKホール
#1032
B

カリーディス、ミルティアデス スカルコッタス 弦楽合奏のための5つのギリ シャ舞曲

1987/10/14 NHKホール
#1032
B

カリーディス、ミルティアデス シチェドリン
バレエ組曲「カルメン」：第1番 / 第2番 / 第3番
/ 第4番 / 第5番 / 第9番 / 第11番 / 第12番 /
第13番

1987/10/14 NHKホール
#1032
B

カリーディス、ミルティアデス ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ルプー、ラドゥ(pf.)

1987/10/16,17 NHKホール
#1033
C

カリーディス、ミルティアデス ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 フィッシャー、アニー(pf.)

1987/10/16,17 NHKホール
#1033
C

カリーディス、ミルティアデス マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1987/11/01 NHKホール サラステ、ユッカ･ペッカ ノルダル コラリス ノルディック・フェスティバル

1987/11/01 NHKホール サラステ、ユッカ･ペッカ グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 シェーヤ、スタファン(pf.) ノルディック・フェスティバル

1987/11/01 NHKホール サラステ、ユッカ･ペッカ シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥 ノルディック・フェスティバル

1987/11/01 NHKホール サラステ、ユッカ･ペッカ ニルセン 交響曲 第4番 作品29 「不滅」 ノルディック・フェスティバル

1987/11/01 NHKホール サラステ、ユッカ･ペッカ アルヴェーン スウェーデン狂詩曲 第1番 ノルディック・フェスティバル

1987/11/06 NHKホール
#1034
C

シュタイン、ホルスト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「四季」Hob.XXI-3
豊田喜代美(sop.)/佐々木正利
(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/国立音楽大
学(chor.)

曲目中、第19番ルーカスとジーモンのレチ
タティーヴォ、第20番三重唱と合唱、第35
番ルーカスのレチタティーヴォを省略
合唱指導：佐藤公孝

1987/11/12 NHKホール
#1035
A

シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9
アンサンブル・ウィーン・ベルリン
(ob.&cl.&fg.&hrn.)

1987/11/12 NHKホール
#1035
A

シュタイン、ホルスト エーダー フルート協奏曲「ハフナー」 シュルツ、ウォルフガング(fl.)

1987/11/12 NHKホール
#1035
A

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト 歌劇「影のない女」による交響的幻想曲

1987/11/18 NHKホール
#1036
B

シュタイン、ホルスト シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

1987/11/18 NHKホール
#1036
B

シュタイン、ホルスト ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107 ペルガメンシチコフ、ボリス(vlc.)

1987/11/18 NHKホール
#1036
B

シュタイン、ホルスト ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1987/12/04,05 NHKホール
#1037
C

クロブチャール、ベリスラフ 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 ハレル、リン(vlc.)

1987/12/04,05 NHKホール
#1037
C

クロブチャール、ベリスラフ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1987/12/04,05 NHKホール
#1037
C

クロブチャール、ベリスラフ フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲

1987/12/10 NHKホール
#1038
A

クロブチャール、ベリスラフ 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 タックウェル、バリー(hrn.)

1987/12/10 NHKホール
#1038
A

クロブチャール、ベリスラフ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

1987/12/16 NHKホール
#1039
B

クロブチャール、ベリスラフ ワーグナー、リヒャルト ジークフリートの牧歌

1987/12/16 NHKホール
#1039
B

クロブチャール、ベリスラフ リスト ファウスト交響曲
山路芳久(ten.)/早稲田大学グリーク
ラブ(chor.)

1987/12/21 NHKホール クロブチャール、ベリスラフ ベートーヴェン 大フーガ 変ロ長調 作品133

1987/12/21 NHKホール クロブチャール、ベリスラフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/木村俊光(br.)/国立音
楽大学(chor.)

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 曹永昌(vlc.)

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. ドイツ舞曲 ハ長調 K.605

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル スッペ 喜歌劇「美しいガラテア」：序曲

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「おしゃべりなかわいい 口」 作品245

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「酒、女、歌」 作品333

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「観光列車」 作品281

1988/01/08 NHKホール
#1040
A

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228

1988/01/13 NHKホール グシュルバウアー、テオドル ドゥヴィエンヌ フルート協奏曲 第7番 ホ短調 佐久間由美子(fl.) 第14回若い芽のコンサート

1988/01/13 NHKホール グシュルバウアー、テオドル リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 野原みどり(pf.) 第14回若い芽のコンサート



1988/01/13 NHKホール グシュルバウアー、テオドル 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 藤森亮一(vlc.) 第14回若い芽のコンサート

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

1988/01/20 NHKホール
#1041
B

グシュルバウアー、テオドル シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

1988/01/20 NHKホール
#1041
B

グシュルバウアー、テオドル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
スウェンセン、ジョゼフ・アントン
(vln.)

1988/01/20 NHKホール
#1041
B

グシュルバウアー、テオドル シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

1988/01/22,23 NHKホール
#1042
C

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1988/01/22,23 NHKホール
#1042
C

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

コチシュ、ゾルターン(pf.)

1988/01/22,23 NHKホール
#1042
C

グシュルバウアー、テオドル モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム リゲティ アトモスフェール
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIブダペスト―東西の回廊

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIブダペスト―東西の回廊

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIブダペスト―東西の回廊

1988/01/27 サントリーホール フィッシャー、アダム ブラームス ハンガリー舞曲：第5番
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIブダペスト―東西の回廊

1988/02/12,13 NHKホール
#1043
C

ワルベルク、ハインツ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
ヴァイオリン協奏曲 ハ長調
Hob.VIIa-1

徳永二男(vln.)

1988/02/12,13 NHKホール
#1043
C

ワルベルク、ハインツ ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

1988/02/18 NHKホール
#1044
A

ワルベルク、ハインツ ロッシーニ 悲しみの聖母

佐藤しのぶ(sop.)/辻宥子(sop.)/
ヴァーサル、リチャード(ten.)/高橋啓
三(bs.)/昭和音楽大学(chor.)/昭和
音楽大学短期大学部(chor.)

当初の予定はロッシーニの「悲しみの聖
母」のテノール独唱者は市原多朗であった
が、リチャード・ヴァーサルRichardVersalle
に変更
合唱指導：及川貢

1988/02/18 NHKホール
#1044
A

ワルベルク、ハインツ ヴェルディ
聖歌四編：悲しみの聖母 / われらは神としてた
たえまつる

佐藤しのぶ(sop.)/辻宥子(sop.)/
ヴァーサル、リチャード(ten.)/高橋啓
三(bs.)/昭和音楽大学(chor.)/昭和
音楽大学短期大学部(chor.)

合唱指導：及川貢

1988/02/24 NHKホール
#1045
B

ワルベルク、ハインツ バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

1988/02/24 NHKホール
#1045
B

ワルベルク、ハインツ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1988/02/24 NHKホール
#1045
B

ワルベルク、ハインツ ブラームス(シェーンベルク) ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25

1988/02/29 サントリーホール 尾高忠明 ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー 羽田健太郎(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIIニューヨーク―街角の歌

1988/02/29 サントリーホール 尾高忠明 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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIIニューヨーク―街角の歌

1988/02/29 サントリーホール 現田茂夫 アイヴス セントラル・パークの夕暮れ
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIIニューヨーク―街角の歌

1988/03/04,05 NHKホール
#1046
C

スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1988/03/04,05 NHKホール
#1046
C

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

1988/03/04,05 NHKホール
#1046
C

スウィトナー、オットマール ウェーバー ピアノ小協奏曲 ヘ短調 作品79 小山実稚恵(pf.)

1988/03/10 NHKホール
#1047
A

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

1988/03/10 NHKホール
#1047
A

スウィトナー、オットマール ベルク ヴァイオリン協奏曲 堀正文(vln.)

1988/03/10 NHKホール
#1047
A

スウィトナー、オットマール
バッハ、J.S.(シェーンベル
ク)

前奏曲とフーガ 変ホ長調
BWV552

1988/03/16 NHKホール
#1048
B

スウィトナー、オットマール ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1988/03/16 NHKホール
#1048
B

スウィトナー、オットマール シュミット、フランツ 交響曲 第4番

1988/03/27
春日部市民文化会
館

尾高忠明 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1988/03/27
春日部市民文化会
館

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 小山実稚恵(pf.)

1988/03/27
春日部市民文化会
館

尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1988/04/01,02 NHKホール
#1049
C

グラーフ、ハンス ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

1988/04/01,02 NHKホール
#1049
C

グラーフ、ハンス シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 カツァリス、シプリアン(pf.)

1988/04/01,02 NHKホール
#1049
C

グラーフ、ハンス ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1988/04/07 NHKホール
#1050
A

グラーフ、ハンス モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338



1988/04/07 NHKホール
#1050
A

グラーフ、ハンス コリリャーノ クラリネット協奏曲
ストルツマン、リチャード(cl.)/
堀正文(vln.)

1988/04/07 NHKホール
#1050
A

グラーフ、ハンス バルトーク オーケストラのための協奏曲

1988/04/13 NHKホール
#1051
B

グラーフ、ハンス ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ウセー、セシル(pf.)

1988/04/13 NHKホール
#1051
B

グラーフ、ハンス ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1988/04/25 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1988/04/25 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 小山実稚恵(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1988/04/25 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

エロルド 歌劇「ザンパ」：序曲
ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヴォルフ･フェラーリ 歌劇「聖母の宝石」：間奏曲
ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」：序曲
ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト スペイン奇想曲 作品34
ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲
ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドヴォルザーク
スラヴ舞曲 第1集 作品46 / 第2集 作品72 - 第
1番 / 第10番 / 第15番

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌劇「アラベラ」：第3幕への前奏曲
ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

ファミリーコンサート 指揮とお話：サヴァ
リッシュ 通訳：高田ゆみ子

1988/05/06 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1988/05/06 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

1988/05/06 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第5番 ト長調 作品55 野島稔(pf.)

1988/05/06 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1988/05/07 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1988/05/07 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

1988/05/07 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第5番 ト長調 作品55 野島稔(pf.)

1988/05/07 NHKホール
#1052
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1988/05/12 NHKホール
#1053
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1988/05/12 NHKホール
#1053
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調 (ノヴァーク版)

1988/05/18 NHKホール
#1054
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

チャイコフスキー 組曲 第3番 ト長調 作品55

1988/05/18 NHKホール
#1054
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1988/05/23 サントリーホール 外山雄三 一柳慧 ピアノ協奏曲 第2番 「冬の肖像」 木村かをり(pf.)
NHK委嘱世界初演
MusicinFuture1988プレトーク(18:00～)：湯
浅譲二/西村朗/一柳慧/船山隆(司会)

1988/05/23 サントリーホール 外山雄三 西村朗 2台のピアノと管弦楽のヘテロフォニー 神野明(pf.)/佐藤俊(pf.)

1988年第36回尾高賞受賞
MusicinFuture1988
プレトーク(18:00～)：湯浅譲二/西村朗/一
柳慧/船山隆(司会)

1988/05/23 サントリーホール 外山雄三 湯浅譲二 啓かれた時 川崎和憲(vla.)

1988年第36回尾高賞受賞
MusicinFuture1988
プレトーク(18:00～)：湯浅譲二/西村朗/一
柳慧/船山隆(司会)

1988/05/23 サントリーホール 外山雄三 ルトスワフスキ 交響曲 第3番
日本初演
MusicinFuture1988プレトーク(18:00～)：湯
浅譲二/西村朗/一柳慧/船山隆(司会)

1988/06/03,04 NHKホール
#1055
C

スラットキン、レナード バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲

1988/06/03,04 NHKホール
#1055
C

スラットキン、レナード マクダウェル ピアノ協奏曲 第2番 ニ短調 作品23 シーゲル、ジェフリー(pf.)

1988/06/03,04 NHKホール
#1055
C

スラットキン、レナード ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー シーゲル、ジェフリー(pf.)

1988/06/03,04 NHKホール
#1055
C

スラットキン、レナード コープランド
バレエ音楽「ロデオ」から 「４つのダンス・エピ
ソード

1988/06/09 NHKホール
#1056
A

スラットキン、レナード ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲

1988/06/09 NHKホール
#1056
A

スラットキン、レナード ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 藤川真弓(vln.)

1988/06/09 NHKホール
#1056
A

スラットキン、レナード ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

1988/06/15 NHKホール
#1057
B

スラットキン、レナード タワー セコイア

1988/06/15 NHKホール
#1057
B

スラットキン、レナード モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

オルティーズ、クリスティーナ
(pf.)

1988/06/15 NHKホール
#1057
B

スラットキン、レナード シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1988/06/20 サントリーホール スラットキン、レナード ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88



1988/06/20 サントリーホール スラットキン、レナード バーバー
ノクスビル(1915年の夏) 作品
24

ホーヘンフェルト、リンダ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1988/06/20 サントリーホール スラットキン、レナード チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ'88

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲 NHK札幌放送局開局60周年記念

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.) NHK札幌放送局開局60周年記念

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 NHK札幌放送局開局60周年記念

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ 林光 シンフォニック・スケッチ「江差」 NHK札幌放送局開局60周年記念

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ラヴェル ボレロ
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」 (抜粋) N響「夏」'88

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 池辺晋一郎 シンフォニック・スケッチ「河・叫ぶ」
世界初演
N響「夏」'88

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 外山雄三 シンフォニック・スケッチ「相馬 盆踊唄」
世界初演
N響「夏」'88

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 林光 シンフォニック・スケッチ「江差」
世界初演
N響「夏」'88

1988/08/01 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 中村紘子(pf.) N響「夏」'88

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 N響「夏」'88

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」：序曲 N響「夏」'88

1988/09/02,03 NHKホール
#1058
C

サロネン、エサ･ペッカ 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 姜東錫(vln.)

1988/09/02,03 NHKホール
#1058
C

サロネン、エサ･ペッカ マーラー 交響曲 第4番 ト長調 釜洞祐子(sop.)

1988/09/08 NHKホール
#1059
A

サロネン、エサ･ペッカ メシアン トゥランガリラ交響曲
クロスリー、ポール(pf.)/原田節
(ondesMartenot)

1988/09/14 NHKホール
#1060
B

サロネン、エサ･ペッカ ストラヴィンスキー 組曲「プルチネルラ」 (1949年版)

1988/09/14 NHKホール
#1060
B

サロネン、エサ･ペッカ チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 漆原朝子(vln.)

1988/09/14 NHKホール
#1060
B

サロネン、エサ･ペッカ ニルセン 交響曲 第5番 作品50

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124 第37回NTT

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

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」 中村紘子(pf.) 第37回NTT

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 第37回NTT

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 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

第37回NTT

1988/09/28 サントリーホール 外山雄三 バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 ラーンキ、デジェー(pf.)

1988/09/28 サントリーホール 外山雄三 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1988/10/01 サントリーホール 外山雄三 山田耕筰 音詩「曼荼羅の華」
＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

1988/10/01 サントリーホール 外山雄三 伊福部昭 土俗的三連画
＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

1988/10/01 サントリーホール 外山雄三 入野義朗 小管弦楽のための「シンフォニエッタ」
＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

1988/10/01 サントリーホール 外山雄三 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)
＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

1988/10/01 サントリーホール 外山雄三 三善晃 童声合唱とオーケストラのための「響紋」 東京放送児童合唱団(childrenchor.)
＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

1988/10/07,08 NHKホール
#1061
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ブレンデル、アルフレート(pf.)

1988/10/07,08 NHKホール
#1061
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン 交響曲 第4番 作品29 「不滅」

1988/10/13 NHKホール
#1062
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1988/10/13 NHKホール
#1062
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ短調 K.427
釜洞祐子(sop.)/永井和子(sop.)/
佐々木正利(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/
国立音楽大学(chor.)

1988/10/19 NHKホール
#1063
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バッハ、J.S. 組曲 第4番 ニ長調 BWV1069

1988/10/19 NHKホール
#1063
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ピアノ協奏曲 第2番 オールソン、ギャリック(pf.)

1988/10/19 NHKホール
#1063
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー
こどもの不思議な角笛：魚に説教するパドバの
聖アントニオ / 原光

伊原直子(alt.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

ウェーバー(マーラー) 歌劇「3つのピント」：間奏曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー
こどもの不思議な角笛：トランペットが美しく鳴り
響くところ / ラインの伝説

伊原直子(alt.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド ストラヴィンスキー ロシア風スケルツォ

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド 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 リン、チョーリャン(vln.)

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド ディーリアス ハッサン：間奏曲 / セレナード 山口裕之(vln.)



1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1988/11/09 NHKホール
#1065
A

アサートン、デーヴィッド ベルリオーズ 序曲「宗教裁判官」 作品3

1988/11/09 NHKホール
#1065
A

アサートン、デーヴィッド メシアン さればわれ死者の復活を待ち望む

1988/11/16 NHKホール
#1066
B

アサートン、デーヴィッド 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

1988/11/16 NHKホール
#1066
B

アサートン、デーヴィッド イベール フルート協奏曲 ブラウ、アンドレアス(fl.)

1988/11/16 NHKホール
#1066
B

アサートン、デーヴィッド ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 作品13

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

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

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

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

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

1988/11/25,26 NHKホール
#1067
C

ヤノフスキ、マレク バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

ヤノフスキ、マレク ペンデレツキ 広島の犠牲者に捧げる哀歌

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

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

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

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

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

ヤノフスキ、マレク ウェーベルン 6つの小品 作品6 (1928年版)

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

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

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

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

1988/12/07 NHKホール
#1069
B

ヤノフスキ、マレク ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

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

1988/12/18 サントリーホール 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 徳永二男(vln.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/12/18 サントリーホール ライトナー、フェルディナント ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/12/18 サントリーホール ライトナー、フェルディナント シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/12/22 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/木村俊光(br.)/国立音
楽大学(chor.)

1989/01/07 NHKホール 飯森範親 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
第15回若い芽のコンサート
公演中止・録画のみ(昭和天皇崩御のた
め)

1989/01/07 NHKホール 外山雄三 パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 諏訪内晶子(vln.)
第15回若い芽のコンサート
公演中止・録画のみ(昭和天皇崩御のた
め)

1989/01/07 NHKホール 外山雄三 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 清水大貴(vln.)
第15回若い芽のコンサート
公演中止・録画のみ(昭和天皇崩御のた
め)

1989/01/07 NHKホール 外山雄三 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 藤原由紀乃(pf.)
第15回若い芽のコンサート
公演中止・録画のみ(昭和天皇崩御のた
め)

1989/01/11 NHKホール
#1070
A

ギブソン、アレクサンダー エルガー 変奏曲「謎」 作品36

1989/01/11 NHKホール
#1070
A

ギブソン、アレクサンダー チャイコフスキー 交響曲 作品58 「マンフレッド」

1989/01/16 サントリーホール ギブソン、アレクサンダー バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 マイヤース、アン・アキコ(vln.) サントリーホール定期

1989/01/16 サントリーホール ギブソン、アレクサンダー シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 サントリーホール定期

1989/01/20 NHKホール
#1071
C

ギブソン、アレクサンダー ベルリオーズ 序曲「ウェーヴァリー」 作品1bis

1989/01/20,21 NHKホール
#1071
C

ギブソン、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 シャハム、ギル(vln.)

1989/01/20,21 NHKホール
#1071
C

ギブソン、アレクサンダー メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1989/01/20,21 NHKホール
#1071
C

ギブソン、アレクサンダー 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」

1989/01/25 NHKホール
#1072
B

ギブソン、アレクサンダー エルガー 「ロンドンの下町」序曲 作品40

1989/01/25 NHKホール
#1072
B

ギブソン、アレクサンダー 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」

1989/01/25 NHKホール
#1072
B

ギブソン、アレクサンダー ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲 第2番 「ロンドン交響曲」

1989/01/26 NHKホール
#1072
B

ギブソン、アレクサンダー エルガー 「ロンドンの下町」序曲 作品40

1989/02/03 NHKホール
#1073
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1989/02/09 NHKホール
#1074
A

シュタイン、ホルスト チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1989/02/09 NHKホール
#1074
A

シュタイン、ホルスト ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
アレクセーエフ、ドミートリ(pf.)/
関山幸弘(trp.)

1989/02/09 NHKホール
#1074
A

シュタイン、ホルスト プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1989/02/15 NHKホール
#1075
B

シュタイン、ホルスト サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 クーレン、イザベル・ファン(vln.)

1989/03/03 NHKホール
#1076
C

ドレヴァンツ、ハンス グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 フレイレ、ネルソン(pf.)



1989/03/03 NHKホール
#1076
C

ドレヴァンツ、ハンス ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

1989/03/09 NHKホール
#1077
A

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

1989/03/15 NHKホール
#1078
B

ドレヴァンツ、ハンス ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 アファナシエフ、ヴァレリ(pf.)

1989/03/15 NHKホール
#1078
B

ドレヴァンツ、ハンス ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1989/04/07 NHKホール
#1079
C

十束尚宏 ベルク 叙情組曲から 3つの小品

1989/04/07 NHKホール
#1079
C

十束尚宏 三善晃 チェロ協奏曲 第1番 堤剛(vlc.)

1989/04/07 NHKホール
#1079
C

十束尚宏 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1989/04/13 NHKホール
#1080
A

北原幸男 ワーグナー、リヒャルト 歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

1989/04/13 NHKホール
#1080
A

北原幸男 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
オフチニコフ、ウラディーミル
(pf.)

1989/04/13 NHKホール
#1080
A

北原幸男 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1989/04/19 NHKホール
#1081
B

山下一史 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1989/04/19 NHKホール
#1081
B

山下一史 ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1989/04/19 NHKホール
#1081
B

山下一史 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1989/04/28 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ヴァラディ、ユリア(sop.)

1989/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. 歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団モーツァルト・シリーズ
1989-1991～モーツァルト家三代の音楽
モーツァルトの世界(I)～

1989/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
歌劇「イドメネオ」 バレエ音楽
K.367

サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団モーツァルト・シリーズ
1989-1991～モーツァルト家三代の音楽
モーツァルトの世界(I)～

1989/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

野島稔(pf.)

サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団モーツァルト・シリーズ
1989-1991～モーツァルト家三代の
音楽モーツァルトの世界(I)～

1989/05/01 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団モーツァルト・シリーズ
1989-1991～モーツァルト家三代の音楽
モーツァルトの世界(I)～

1989/05/05 NHKホール
#1082
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34

1989/05/05 NHKホール
#1082
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1989/05/05 NHKホール
#1082
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1989/05/17 NHKホール
#1084
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 序曲、スケルツォとフィナーレ作品52

1989/05/17 NHKホール
#1084
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

1989/05/17 NHKホール
#1084
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1989/05/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト家三代の音楽モーツァルト
の世界(I)～

1989/05/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.334

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト家三代の音楽モーツァルト
の世界(I)～

1989/05/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト家三代の音楽モーツァルト
の世界(I)～

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 細川俊夫 遠景 I

1989年第37回尾高賞受賞
MusicinFuture1989
プレトーク(18:00～)：細川俊夫/一柳慧/近
藤譲/佐野光司(司会)

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 一柳慧 ピアノ協奏曲 第2番 「冬の肖像」 木村かをり(pf.)

1989年第37回尾高賞受賞
MusicinFuture1989
プレトーク(18:00～)：細川俊夫/一柳慧/近
藤譲/佐野光司(司会)

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 近藤譲 牧歌
N響委嘱世界初演
MusicinFuture1989プレトーク(18:00～)：細
川俊夫/一柳慧/近藤譲/佐野光司(司会)

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 バートウィッスル 地球の踊り 木村かをり(pf.)
日本初演
MusicinFuture1989プレトーク(18:00～)：細
川俊夫/一柳慧/近藤譲/佐野光司(司会)

1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル スヴィーテン 交響曲 変ホ長調

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ウィーン・コンサートモー
ツァルトのアウガルテン・コンサート～



1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル 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 石岡久乃(pf.)/安宅薫(pf.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ウィーン・コンサートモー
ツァルトのアウガルテン・コンサート～

1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 堀正文(vln.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ウィーン・コンサートモー
ツァルトのアウガルテン・コンサート～

1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調
K.447

松﨑裕(hrn.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ウィーン・コンサートモー
ツァルトのアウガルテン・コンサート～

1989/06/12 サントリーホール タバシュニク、ミシェル モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ウィーン・コンサートモー
ツァルトのアウガルテン・コンサート～

1989/06/16 NHKホール
#1085
C

タバシュニク、ミシェル ドビュッシー 映像：イベリア

1989/06/16 NHKホール
#1085
C

タバシュニク、ミシェル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 清水和音(pf.)

1989/06/16 NHKホール
#1085
C

タバシュニク、ミシェル ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1989/06/22 NHKホール
#1086
A

タバシュニク、ミシェル 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

1989/06/22 NHKホール
#1086
A

タバシュニク、ミシェル ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 竹澤恭子(vln.)

1989/06/22 NHKホール
#1086
A

タバシュニク、ミシェル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

1989/06/28 NHKホール
#1087
B

タバシュニク、ミシェル タバシュニク "l'ARCH" ランドリー、ローズマリー(sop.)

1989/06/28 NHKホール
#1087
B

タバシュニク、ミシェル マーラー 交響曲「大地の歌」 伊原直子(alt.)/川上洋司(ten.)

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 6つのメヌエットとトリオ K.164

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 交響曲 第33番 変ロ長調 K.319

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 徳永二男(vln.)/菅沼準二(vla.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント 変ロ長調
K.270

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/15
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/15
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.)
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/15
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.136

世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492： 愛の神よ、照覧
あれ / 楽しい思い出はどこへ

佐藤しのぶ(sop.)
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 マーラー 交響曲 第4番 ト長調
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ピチカート・ポルカ N響「夏」'89



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

1989/08/30
Bunkamura オー
チャードホール

岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

Bunkamuraオープニング・コンサート(非公
開)式の開演時間は10時半終演は12時15
分となっており、N響の演奏が実際何時か
ら始まったのかは不明

1989/08/30
Bunkamura オー
チャードホール

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

Bunkamuraオープニング・コンサート(非公
開)式の開演時間は10時半終演は12時15
分となっており、N響の演奏が実際何時か
ら始まったのかは不明

1989/09/01 NHKホール
#1088
C

尾高忠明 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 堀正文(vln.)

1989/09/01 NHKホール
#1088
C

尾高忠明 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1989/09/07 NHKホール
#1089
A

尾高忠明 ボアエルデュー ハープ協奏曲 ハ長調 吉野直子(hrp.)

1989/09/07 NHKホール
#1089
A

尾高忠明 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1989/09/13 NHKホール
#1090
B

尾高忠明 吉松隆 朱鷺によせる哀歌

1989/09/13 NHKホール
#1090
B

尾高忠明 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16
フェルツマン、ウラディーミル
(pf.)

1989/09/13 NHKホール
#1090
B

尾高忠明 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

1989/09/19 サントリーホール 山下一史 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 上村昇(vlc.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトのハイドン、フランツ・ヨーゼ
フ傾倒～

1989/09/25
Bunkamura オー
チャードホール

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」

ケルム、リンダ(sop.)/シンプソン、マ
リエッタ(alt.)/劉維維(ten.)/木村俊光
(br.)/日本プロ合唱団連合(chor.)

Bunkamuraオープニング企画「ベートー
ヴェン・チクルス」

1989/09/29 NHKホール
#1091
C

ヤノフスキ、マレク ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 ベルニック、アーノルド(vln.)

1989/09/29 NHKホール
#1091
C

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

1989/10/05 NHKホール
#1092
A

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

1989/10/05 NHKホール
#1092
A

ヤノフスキ、マレク シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1989/10/11 NHKホール
#1093
B

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

1989/10/11 NHKホール
#1093
B

ヤノフスキ、マレク ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

1989/10/24 サントリーホール 秋山和慶 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 チョン、キョン・ファ(vln.)
第50回NTT～チョン・キョンホア＝N響2大
協奏曲の夕べ～

1989/10/24 サントリーホール 秋山和慶 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 チョン、キョン・ファ(vln.)
第50回NTT～チョン・キョンホア＝N響2大
協奏曲の夕べ～

1989/10/31 サントリーホール スウィトナー、オットマール ヴァンハル 交響曲 ハ短調

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～

1989/10/31 サントリーホール スウィトナー、オットマール サリエリ 交響曲 ニ短調 「聖名祝日」

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～

1989/10/31 サントリーホール スウィトナー、オットマール モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

バルト、ツィモン(pf.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～

1989/10/31 サントリーホール 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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルトと大作曲家たち
～モーツァルトとウィーンのライヴァル～

1989/11/10 NHKホール
#1094
C

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100番 ト長調 Hob.I-100 「軍隊」

1989/11/10 NHKホール
#1094
C

スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
ゲーベル、ホルスト(pf.)/マイレ、ハン
ス(vln.)/フォレスト、ルネ(vlc.)

1989/11/10 NHKホール
#1094
C

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

1989/11/16 NHKホール
#1095
A

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 変ロ長調 K.361

1989/11/16 NHKホール
#1095
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



1989/11/22 NHKホール
#1096
B

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「天地創造」Hob.XXI- 2
釜洞祐子(sop.)/近藤伸政(ten.)/多
田羅迪夫(bs.)/大橋ゆり(alt.)/武蔵
野音楽大学(chor.)

合唱指導：佐久間哲也

1989/12/01 NHKホール
#1097
C

若杉弘 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

クリーン、ワルター(pf.)

1989/12/01 NHKホール
#1097
C

若杉弘 ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)

1989/12/07 NHKホール
#1098
A

若杉弘 オネゲル オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

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

原語による日本初演
合唱指導：佐藤公孝/尾原敏子
原語指導：村田健司

1989/12/14 NHKホール
#1099
B

若杉弘 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

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

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

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

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

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

佐藤しのぶ(sop.) ソニックシティ・クリスマスコンサート

1989/12/22 NHKホール 若杉弘 ブラームス 哀悼の歌 作品82

1989/12/22 NHKホール 若杉弘 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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


