
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 小林美恵(vln.) 第16回若い芽のコンサート

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 プッチーニ 歌劇「ボエーム」：私の名はミミ 澤畑恵美(sop.) 第16回若い芽のコンサート

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 プッチーニ
歌劇「妖精ヴィッリ」：もしわたしが小さい花なら
ば

澤畑恵美(sop.) 第16回若い芽のコンサート

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 ヴェルディ 歌劇「椿姫」：ああ、そはかの人か―花から花へ 澤畑恵美(sop.) 第16回若い芽のコンサート

1990/01/07 NHKホール 外山雄三 バルトーク ヴィオラ協奏曲 小林秀子(vla.) 第16回若い芽のコンサート

1990/01/07 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 小川典子(pf.) 第16回若い芽のコンサート

1990/01/12 NHKホール
#1100
C

サロネン、エサ･ペッカ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1990/01/12 NHKホール
#1100
C

サロネン、エサ･ペッカ モン(シェーンベルク) チェロ協奏曲 ニ長調 木越洋(vlc.)

1990/01/12 NHKホール
#1100
C

サロネン、エサ･ペッカ 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」

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第22番 変ホ長調 Hob.I-22 「哲学者」

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ モーツァルト、W.A.
歌劇「魔笛」 K.620：私は鳥刺し
/ 恋人か女房があればいいが

ベア、オラフ(br.)

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もうあんたの勝ち
だと言ったな― ため息をついている間に

ベア、オラフ(br.)

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588：彼の苦しみを
見てください

ベア、オラフ(br.)

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：ドン・ジョヴァン
ニのセレナード「窓辺にいでよ」

ベア、オラフ(br.)

1990/01/18 NHKホール
#1101
A

サロネン、エサ･ペッカ ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」 (1910年版)

1990/01/24 NHKホール
#1102
B

サロネン、エサ･ペッカ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
伊原直子(alt.)/二期会(chor.)/
東京少年少女合唱隊(chor.)

合唱指導：河地良智/長谷川冴子

1990/01/29 サントリーホール シュタイン、ホルスト 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

第53回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
～モーツァルトからベートーヴェンへ～

1990/01/29 サントリーホール 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

神谷郁代(pf.)

第53回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
～モーツァルトからベートーヴェンへ～

1990/01/29 サントリーホール 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」

第53回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
～モーツァルトからベートーヴェンへ～

1990/02/02 NHKホール
#1103
C

シュタイン、ホルスト ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」

1990/02/02 NHKホール
#1103
C

シュタイン、ホルスト リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 堀正文(vln.)

1990/02/02 NHKホール
#1103
C

シュタイン、ホルスト ハチャトゥリアン バレエ組曲「ガイーヌ」 (抜粋)

差し込み用紙によると、曲順変更があり、
ハチャトゥリアン《ガイーヌ》組曲は「山人た
ちの踊り/アイシェの目覚めと踊り/レズギ
ンカ舞曲/ばらの少女たちの踊り/こもり歌
/剣の舞/ロシア舞曲/ゴパーク舞曲の順で
演奏された」

1990/02/08 NHKホール
#1104
A

シュタイン、ホルスト シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

1990/02/08 NHKホール
#1104
A

シュタイン、ホルスト シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1990/02/08 NHKホール
#1104
A

シュタイン、ホルスト ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 漆原朝子(vln.)

1990/02/14 NHKホール
#1105
B

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト 祝典前奏曲 作品61

1990/02/14 NHKホール
#1105
B

シュタイン、ホルスト 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

1990/02/14 NHKホール
#1105
B

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ 花房晴美(pf.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、ホルンのソリストが来日できなくなった
ため、出演者・曲目変更当初の予定：R・
シュトラウス「ホルン協奏曲第1番」、ギュン
ター・ヘグナーGüntherHögner(hrn.)変更
後：R.シュトラウス「ブルレスケ」、花房晴美
(pf.)

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A.
教会ソナタ 第15番 ハ長調
K.329

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・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ長調 K.317 「戴冠式のミサ曲」
佐藤しのぶ(sop.)/永井和子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/小林
英之(org.)

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・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A.
教会ソナタ第16番 ハ長調
K.328

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・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A.
教会ソナタ第17番 ハ長調
K.336

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・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1990/03/05 サントリーホール ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A. 聴聞僧のおごそかな夕べの祈りハ長調 K.339
小林英之(org.)/東京混声合唱団
(chor.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズモー
ツァルト・ザルツブルク・コンサート～ザル
ツブルク大聖堂

1990/03/09 NHKホール
#1106
C

ムント、ウーヴェ モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ長調 K.317 「戴冠式のミサ曲」
佐藤しのぶ(sop.)/永井和子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)

1990/03/09 NHKホール
#1106
C

ムント、ウーヴェ ブラームス アルト･ラプソディー 作品53
伊原直子(alt.)/東京混声合唱団
(malechor.)



1990/03/09 NHKホール
#1106
C

ムント、ウーヴェ ブルックナー テ・デウム
佐藤しのぶ(sop.)/永井和子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)

1990/03/15 NHKホール
#1107
A

ムント、ウーヴェ ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1990/03/15 NHKホール
#1107
A

ムント、ウーヴェ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

1990/03/15 NHKホール
#1107
A

ムント、ウーヴェ ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1990/03/28 NHKホール
#1108
B

ムント、ウーヴェ ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1990/04/06 NHKホール
#1109
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

1990/04/06 NHKホール
#1109
C

ブロムシュテット、ヘルベル
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」

藤川真弓(vln.)

1990/04/06 NHKホール
#1109
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2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

1990/04/12 NHKホール
#1110
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ハース版)

1990/04/18 NHKホール
#1111
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」

1990/04/18 NHKホール
#1111
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

オルフ カルミナ・ブラーナ
釜洞祐子(sop.)/篠崎義昭(ten.)/大
島幾雄(br.)/東京藝術大学(chor.)/
東京放送児童合唱団(chor.)

合唱指導：田中信昭/古橋富士夫

1990/04/24 サントリーホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー
組曲 第4番 ト長調 作品61
「モーツァルティアーナ」

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
～後世のモーツァルト讃歌～

1990/04/24 サントリーホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ラーション クラリネット小協奏曲 作品45-3 横川晴児(cl.)

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
～後世のモーツァルト讃歌～

1990/04/24 サントリーホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

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
～後世のモーツァルト讃歌～

1990/04/30 NHK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 歌劇「リエンチ」：序曲 JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/04/30 NHK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「ワルキューレ」：ジークムントの愛の歌「冬
の嵐は過ぎ去り」

ホフマン、ペーター(ten.) JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/04/30 NHK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」：優
勝の歌「朝はばら色に輝き」

ホフマン、ペーター(ten.) JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/04/30 NHK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 歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏 JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/04/30 NHK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 歌劇「ローエングリン」：はるかな国に ホフマン、ペーター(ten.) JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/04/30 NHKホール
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5番 ホ短調 作品64 JCBN響スペシャル18：30～プレトーク

1990/05/07 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

アーベル 交響曲 変ホ長調 作品7-6
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
ヨーロッパ諸都市のモーツァルト

1990/05/07 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1番 変ホ長調 K.16
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
ヨーロッパ諸都市のモーツァルト

1990/05/07 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

バッハ、J.C.(モーツァルト) ピアノ・ソナタ ニ長調 作品5-2
サヴァリッシュ、ウォルフガング
(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
ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
モーツァルトが、「3つのピアノ協奏曲
K.107：第1番」として編曲

1990/05/07 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

バッハ、J.C. 協奏交響曲 イ長調
徳永二男(vln.)/徳永兼一郎
(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
ヨーロッパ諸都市のモーツァルト

1990/05/11 NHKホール
#1112
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「ドン・キホーテ」 作品35
マイスキー、ミーシャ(vlc.)/菅沼準二
(vla.)

1990/05/11 NHKホール
#1112
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣

1990/05/11 NHKホール
#1112
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドビュッシー 夜想曲 二期会(chor.) 合唱指導：河地良智

1990/05/17 NHKホール
#1113
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1990/05/17 NHKホール
#1113
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

1990/05/17 NHKホール
#1113
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5番 ハ短調 作品67

1990/05/23 NHKホール
#1114
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

スメタナ 交響詩「わが祖国」

1990/06/01 NHKホール 大友直人 ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲 日本文字放送創立5周年記念(非公開)

1990/06/01 NHKホール 大友直人 リスト 交響詩「レ・プレリュード」 日本文字放送創立5周年記念(非公開)

1990/06/01 NHKホール 大友直人 シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 日本文字放送創立5周年記念(非公開)

1990/06/01 NHKホール 大友直人 ラヴェル ボレロ 日本文字放送創立5周年記念(非公開)

1990/06/07 NHKホール
#1115
A

フルネ、ジャン トマジ 第三世界の交響曲

1990/06/07 NHKホール
#1115
A

フルネ、ジャン モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

横川晴児(cl.)

1990/06/07 NHKホール
#1115
A

フルネ、ジャン ドビュッシー 交響詩「海」

1990/06/13 NHKホール
#1116
B

フルネ、ジャン ラモー(ジュヴェール) バレエ組曲「カストールとポリュックス」

1990/06/13 NHKホール
#1116
B

フルネ、ジャン ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42



1990/06/13 NHKホール
#1116
B

フルネ、ジャン フォーレ レクイエム 作品48
佐藤しのぶ(sop.)/木村俊光
(br.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：長井則文

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A. レ・プティ・リアン K.Anh.10

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
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9
浜中浩一(cl.)/霧生吉秀(fg.)/
樋口哲生(hrn.)/小島葉子(ob.)

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
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとアリア「テッサーリアの民よ―
不滅の神、わ たしは求めぬ」 K.316

山田綾子(sop.)

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
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

1990/06/18 サントリーホール フルネ、ジャン モーツァルト、W.A.
交響曲 第31番 ニ長調 K.297
「パリ」

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
第11回ヨーロッパ諸都市のモーツァルト
～パリの青年モーツァルト～

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン ラロ 歌劇「イスの王様」：序曲

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン サン・サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103 海老彰子(pf.)

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1990/06/22 NHKホール
#1117
C

フルネ、ジャン ラヴェル ボレロ

1990/07/04 サントリーホール 外山雄三 池辺晋一郎 シンフォニー IV
N響委嘱世界初演
MusicinFuture1990プレトーク(18:00～)：尹
伊桑/一柳慧/池辺晋一郎/船山隆(司会)

1990/07/04 サントリーホール 外山雄三 ユン オーケストラのための「コントゥーレン (輪郭)」
日本初演
MusicinFuture1990プレトーク(18:00～)：尹
伊桑/一柳慧/池辺晋一郎/船山隆(司会)

1990/07/04 サントリーホール 外山雄三 一柳慧 交響曲「ベルリン連詩」
佐藤しのぶ(sop.)/種井静夫
(ten.)

1990年第38回尾高賞受賞
MusicinFuture1990
プレトーク(18:00～)：尹伊桑/一柳慧/池辺
晋一郎/船山隆(司会)

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

N響「夏」'90

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

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

N響「夏」'90

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

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

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

1990/08/01 NHKホール 山本直純
ジョン－ポール
（山本直純）

ヘイ・ジュード N響「夏」'90

1990/09/02 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、L. カッサシオン ト長調 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・シリーズ第12
回モーツァルト家三代の音楽
～レーオポルド・モーツァルト

1990/09/02 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、L. トロンボーン協奏曲 ニ長調 神谷敏(trb.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ第12
回モーツァルト家三代の音楽
～レーオポルド・モーツァルト

1990/09/02 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、W.A. 行進曲 ニ長調 K.249

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ第12
回モーツァルト家三代の音楽
～レーオポルド・モーツァルト

1990/09/02 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.250 「ハフナー」

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ第12
回モーツァルト家三代の音楽
～レーオポルド・モーツァルト

1990/09/07 NHKホール
#1118
C

外山雄三 モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1990/09/07 NHKホール
#1118
C

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 ブーニン、スタニスラフ(pf.)

1990/09/07 NHKホール
#1118
C

外山雄三 ストラヴィンスキー
バレエ音楽「妖精のくちづけ」から 交響組曲
「ディヴェルティメント」

1990/09/12 NHKホール
#1119
B

外山雄三 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
歌劇「突然の出会い」
Hob.XXVIII-6：序曲

1990/09/12 NHKホール
#1119
B

外山雄三 ブラームス(ベリオ、L.) ヴィオラ協奏曲 作品120 第1番 バシュメット、ユーリ(vla.)
クラリネット・ソナタ作品120：第1番
（のちブラームス自身がヴィオラ用に編曲）
の編曲

1990/09/12 NHKホール
#1119
B

外山雄三 シュニトケ ヴィオラ協奏曲 バシュメット、ユーリ(vla.)

1990/09/12 NHKホール
#1119
B

外山雄三 プロコフィエフ スキタイ組曲「アラとロリー」 作品20

1990/09/17 北とぴあ（北区） 外山雄三 ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124 北とぴあオープニング記念演奏会

1990/09/17 北とぴあ（北区） 外山雄三 ヘンデル ハープ協奏曲 変ロ長調 作品4-6 吉野直子(hrp.) 北とぴあオープニング記念演奏会

1990/09/17 北とぴあ（北区） 外山雄三 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 北とぴあオープニング記念演奏会

1990/09/17 北とぴあ（北区） 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 北とぴあオープニング記念演奏会

1990/09/26 NHKホール
#1120
A

外山雄三 尾高尚忠 交響詩「芦屋乙女」 作品9

1990/09/26 NHKホール
#1120
A

外山雄三 マーラー 交響曲「大地の歌」
ファスベンダー、ブリギッテ(alt.)
/アライサ、フランシスコ(ten.)

1990/10/07 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.
セレナード ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥル
ナ」

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
ザルツブルクの庭園にて



1990/10/07 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A.
2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ ハ
長調 K.190

漆原啓子(vln.)/漆原朝子(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
ザルツブルクの庭園にて

1990/10/07 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」
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
ザルツブルクの庭園にて

1990/10/12 NHKホール
#1121
C

ライトナー、フェルディナント ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 シフ、ハインリヒ(vlc.)

1990/10/12 NHKホール
#1121
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 家庭交響曲 作品53

1990/10/18 NHKホール
#1122
A

ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72 (演奏会形式)

プロチュカ、ヨゼフ(フロレスタン)
/レッペル、カルメン(レオノーレ)
/カンネン、ギュンター・フォン(ドン・ピ
ツァロ)/多田羅迪夫(ドン・フェルナン
ド)/高橋啓三(ロッコ)
/古嵜靖子(マルツェリーネ)/川上洋
司(ヤキーノ)/吉田浩之(第1の囚
人)/宇野徹哉(第2の囚人)/二期会
合唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋文

1990/10/24 NHKホール
#1123
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 交響曲 第98番 変ロ長調 Hob.I-98

1990/10/24 NHKホール
#1123
B

ライトナー、フェルディナント ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

漆原啓子(vln.)/フカチョヴァー、ミカ
エラ(vlc.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、出演者変更当初の予定はヴァイオリン
独奏がヨセフ・スークJosefSukであった
が、漆原啓子に変更

1990/10/24 NHKホール
#1123
B

ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1990/11/01 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 交響曲 第28番 ハ長調 K.200

1990/11/01 サントリーホール ライトナー、フェルディナント 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 工藤重典(fl.)/吉野直子(hrp.)

1990/11/01 サントリーホール ライトナー、フェルディナント モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486

亀田真由美(歌手ヘルツ夫人)/
蒲原史子(歌手ジンバークラン
グ嬢)/近藤伸政(歌手フォーゲルザ
ンク)/大島幾雄(俳優ブッフ)

プログラムに「バリトン歌手・福島明也は、
都合により出演できなくなりました代わりに
大島幾雄が出演」との挟み込みあり

1990/11/09 NHKホール
#1124
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46

1990/11/09 NHKホール
#1124
C

ノイマン、ヴァーツラフ ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72

1990/11/15 NHKホール
#1125
A

ノイマン、ヴァーツラフ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1990/11/21 NHKホール
#1126
B

ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ミンツ、シュロモ(vln.)

1990/11/21 NHKホール
#1126
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」

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

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

1990/11/26 サントリーホール 山田一雄 モーツァルト、W.A.
セレナード ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥル
ナ」

山田一雄楽壇生活50周年記念

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

山田一雄楽壇生活50周年記念

1990/11/30 NHKホール
#1127
C

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

1990/11/30 NHKホール
#1127
C

ワルベルク、ハインツ ヘンデル ハープ協奏曲 変ロ長調 作品4-6 吉野直子(hrp.)
カデンツァ：マルセル・グランジャニー
MarcelGrandjany

1990/11/30 NHKホール
#1127
C

ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：第2幕

1990/12/06 NHKホール
#1128
A

ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 プレトニョフ、ミハイル(pf.)

1990/12/06 NHKホール
#1128
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1990/12/12 NHKホール
#1129
B

ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク レクイエム 作品89
佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/川
上洋司(ten.)/多田羅迪夫(bs.)/国立
音楽大学(chor.)

合唱指導：長井則文

1990/12/22 NHKホール ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1990/12/22 NHKホール ワルベルク、ハインツ 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.)

1991/01/06 NHKホール 沼尻竜典 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 第17回若い芽のコンサート

1991/01/06 NHKホール 外山雄三 ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 江澤聖子(pf.) 第17回若い芽のコンサート

1991/01/06 NHKホール 外山雄三 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 長谷川陽子(vlc.) 第17回若い芽のコンサート

1991/01/11 NHKホール
#1130
C

フィッシャー、アダム ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1991/01/11 NHKホール
#1130
C

フィッシャー、アダム パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 渡辺玲子(vln.)

1991/01/11 NHKホール
#1130
C

フィッシャー、アダム ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1991/01/17 NHKホール
#1131
A

フィッシャー、アダム バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19 東京混声合唱団(chor.)

1991/01/17 NHKホール
#1131
A

フィッシャー、アダム シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 シャハム、ギル(vln.)

1991/01/17 NHKホール
#1131
A

フィッシャー、アダム シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
オラトリオ「トビアの帰還」 Hob.XXI-1：一瞬にし
て消え失 せるもの

二期会(chor.) 合唱指導：三澤洋史

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ マドリガル「嵐」Hob.XXIVa-8 二期会(chor.) 合唱指導：三澤洋史

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第97番 ハ長調 Hob.I-97

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム コダーイ ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲

1991/01/23 NHKホール
#1132
B

フィッシャー、アダム コダーイ ハンガリーの詩編 作品13 近藤伸政(ten.)/二期会(chor.) 合唱指導：三澤洋史



1991/01/28 サントリーホール 尾高忠明 フンメル ピアノ協奏曲 イ短調 作品85 迫昭嘉(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
～フランツ・クサヴァー・モーツァルト

1991/01/28 サントリーホール 尾高忠明 モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201
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
～フランツ・クサヴァー・モーツァルト

1991/01/28 サントリーホール 尾高忠明 モーツァルト、F.X. ピアノ協奏曲 変ホ長調 作品25 小川京子(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
～フランツ・クサヴァー・モーツァルト

1991/02/08 NHKホール
#1133
C

広上淳一 和田薫 オーケストラのための3つの断章

1991/02/08 NHKホール
#1133
C

広上淳一 外山雄三 ヴァイオリン協奏曲 第1番 加藤知子(vln.)

1991/02/08 NHKホール
#1133
C

広上淳一 マーラー 交響曲 第4番 ト長調 三縄みどり(sop.)

1991/02/14 NHKホール
#1134
A

大野和士 ワーグナー、リヒャルト ジークフリートの牧歌

1991/02/14 NHKホール
#1134
A

大野和士 一柳慧 ピアノ協奏曲 第2番 「冬の肖像」 中村紘子(pf.)

1991/02/14 NHKホール
#1134
A

大野和士 ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

1991/02/20 NHKホール
#1135
B

高関健 ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1991/02/20 NHKホール
#1135
B

高関健 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1991/02/25 サントリーホール 高関健 アドルガッサー シンフォニア ト長調

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
～モーツァルトとザルツブルクの仲間たち
～

1991/02/25 サントリーホール 高関健 モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

堀正文(vln.)

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
～モーツァルトとザルツブルクの仲間たち
～

1991/02/25 サントリーホール 高関健 ハイドン、ミヒャエル
交響曲 第37番 ト長調 (モーツァルトによる序奏
K.444付き)

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
～モーツァルトとザルツブルクの仲間たち
～

1991/02/25 サントリーホール 高関健 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」

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
～モーツァルトとザルツブルクの仲間たち
～

1991/03/08 NHKホール
#1136
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルワルド 交響曲 第4番 変ホ長調

1991/03/08 NHKホール
#1136
C

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

1991/03/14 NHKホール
#1137
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「タピオラ」 作品112

1991/03/14 NHKホール
#1137
A

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3番 田崎悦子(pf.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、出演者変更当初の予定はピアノ独奏
がゾルターン・コチシュZoltánKocsisであっ
たが、田崎悦子に変更

1991/03/14 NHKホール
#1137
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1991/03/20 NHKホール
#1138
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 弦楽と金管のための演奏会用 音楽 作品50

1991/03/20 NHKホール
#1138
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット シュヴァーネンドレーヤー
ウォルター、ジェラルディーン
(vla.)

1991/03/20 NHKホール
#1138
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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」

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 サマルティーニ シンフォニア 変ホ長調 J.C.26
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
～イタリアの少年モーツァルト

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. アリア「激しい息切れとときめきのうちに」 K.88 コロヴィーナ、タチャーナ(sop.)
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
～イタリアの少年モーツァルト

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. アリア「もし、私の悩みのすべてを」 K.83 コロヴィーナ、タチャーナ(sop.)
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
～イタリアの少年モーツァルト

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. モテット「踊れ、喜べ、幸いな魂よ」 K.165 コロヴィーナ、タチャーナ(sop.)
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
～イタリアの少年モーツァルト

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. 交響曲 ニ短調 K.97
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
～イタリアの少年モーツァルト

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント 変ホ長調
K.113

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
～イタリアの少年モーツァルト

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. オラトリオ「救われたベトゥーリア」 K.118：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
～イタリアの少年モーツァルト

1991/04/12 NHKホール
#1139
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 作品64：モンタ
ギュー家と キャピュレット家 / 少女ジュリ エット
/ マドリガル/ メヌエット/
仮面 / ロメオとジュリエット/ タイボルトの死 /
ジュリエットの墓の前のロメオ

『フィルハーモニー』の楽曲解説によると、
バレエ音楽から組曲風に並べ替えたもの
である

1991/04/12 NHKホール
#1139
C

デュトワ、シャルル チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1991/04/18 NHKホール
#1140
A

デュトワ、シャルル ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

1991/04/18 NHKホール
#1140
A

デュトワ、シャルル ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

1991/04/18 NHKホール
#1140
A

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



1991/04/24 NHKホール
#1141
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー(カプレ) 交響的断章「聖セバスチャンの殉教」

1991/04/24 NHKホール
#1141
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

1991/04/24 NHKホール
#1141
B

デュトワ、シャルル バルトーク オーケストラのための協奏曲

1991/04/30 サントリーホール 岩城宏之 ヴァイン 交響曲 第2番
日本初演
MusicinFuture1991プレトーク(18:00～)：近
藤譲/池辺晋一郎/西村朗/船山隆(司会)

1991/04/30 サントリーホール 岩城宏之 近藤譲 林にて

1991年第39回尾高賞受賞
MusicinFuture1991
プレトーク(18:00～)：近藤譲/池辺晋一郎/
西村朗/船山隆(司会)

1991/04/30 サントリーホール 岩城宏之 池辺晋一郎 シンフォニー IV

1991年第39回尾高賞受賞
MusicinFuture1991
プレトーク(18:00～)：近藤譲/池辺晋一郎/
西村朗/船山隆(司会)

1991/04/30 サントリーホール 岩城宏之 西村朗
ヴァイオリン、ピアノ、オーケストラのための二重
協奏曲「光の環」

徳永二男(vln.)/木村かをり(pf.)
N響委嘱世界初演
MusicinFuture1991プレトーク(18:00～)：近
藤譲/池辺晋一郎/西村朗/船山隆(司会)

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」：第1楽章 / 第2楽章
/ 第3楽章

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「イドメネオ」 K.366：もし父 を失うならば
豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第13番 ハ長調
K.415

伊藤恵(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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 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
豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
セレナード 第9番 ニ長調 K.320
「ポストホルン」：第3楽章 / 第4 楽章

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第5番 ニ長調
K.175

伊藤恵(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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
歌劇「ルチオ・シルラ」 K.135：急いで行こう。で
も、より行こうとし て

豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとロンド「愛する私の希望である
女よ！―あ あ、君と別れるのが、どれほど辛い
か」 K.416

豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」：第4楽章

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
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/10 NHKホール
#1142
C

岩城宏之 尾高尚忠 チェロ協奏曲 作品20 藤原真理(vlc.)

1991/05/10 NHKホール
#1142
C

岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1991/05/16 NHKホール
#1143
A

岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1991/05/16 NHKホール
#1143
A

岩城宏之 プロコフィエフ カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」 作品78
オブラスツォワ、エレナ(mez.sop.)/日
本プロ合唱団連合(chor.)

合唱指導：大谷研二

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

岩城宏之 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

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

岩城宏之 フンメル トランペット協奏曲 ホ長調
ハーデンベルガー、ホーカン
(trp.)

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

岩城宏之 ジョリヴェ トランペット協奏曲 第2番
ハーデンベルガー、ホーカン
(trp.)

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1991/06/10 サントリーホール 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
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

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もう飛ぶまいぞ、
このちょうちょう / これでいい、さあもうすぐだ―
さあ目をあけろ

多田羅迪夫(br.)
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

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：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

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A. 6つのドイツ舞曲 K.509
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

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 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

豊田喜代美(sop.)
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

1991/06/10 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

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

1991/06/14 NHKホール
#1145
C

フォスター、ローレンス ウォルトン ヴァイオリン協奏曲 竹澤恭子(vln.)

1991/06/14 NHKホール
#1145
C

フォスター、ローレンス ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」



1991/06/20 NHKホール
#1146
A

フォスター、ローレンス ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ムストネン、オリ(pf.)

1991/06/20 NHKホール
#1146
A

フォスター、ローレンス ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス 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 リン、チョーリャン(vln.)

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス ラヴェル チガーヌ リン、チョーリャン(vln.)

1991/06/26 NHKホール
#1147
B

フォスター、ローレンス ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第2番

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 6つのメヌエットK.599
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
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 6つのドイツ舞曲 K.600
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
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
グラスハーモニカのためのア ダージョとロンド
K.617

本荘玲子(celesta)
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
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 5つのコントル・ダンス K.609
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
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 6つのレントラー舞曲 K.606
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
～訣別の響き～

1991/07/01 サントリーホール ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

田崎悦子(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
～訣別の響き～

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

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

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

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

1991/07/31 NHKホール 山本直純 バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

N響「夏」'91

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

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

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

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

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：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～『魔
笛』の領域～

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：なんと美しい絵姿 饗場知昭(ten.)
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～『魔
笛』の領域～

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：この神聖な殿堂には 高橋啓三(bs.)
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～『魔
笛』の領域～

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A.
ドイツ語小カンタータ「無限なる宇宙の創造者を
崇敬する汝ら が」 K.619

饗場知昭(ten.)/アントルモン、フィ
リップ(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～『魔
笛』の領域～

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. フリーメーソンのための小カンタータ K.623
饗場知昭(ten.)/高橋啓三(bs.)
/東京混声合唱団(chor.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ～『魔
笛』の領域～

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」 K.621：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～『魔
笛』の領域～

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

横川晴児(cl.)
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～『魔
笛』の領域～

1991/09/06 NHKホール
#1148
C

アントルモン、フィリップ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 アントルモン、フィリップ(pf.)

1991/09/06 NHKホール
#1148
C

アントルモン、フィリップ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1991/09/12 NHKホール
#1149
A

フルネ、ジャン モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1991/09/12 NHKホール
#1149
A

フルネ、ジャン プロコフィエフ
チェロと管弦楽のための交響的協奏曲 ホ短調
作品125

ゲリンカス、ダーヴィド(vlc.)

1991/09/12 NHKホール
#1149
A

フルネ、ジャン ショーソン 交響曲 変ロ長調 作品20

1991/09/18 NHKホール
#1150
B

フルネ、ジャン メンデルスゾーン 序曲「ルイ・ブラス」 作品95

1991/09/18 NHKホール
#1150
B

フルネ、ジャン ヒンデミット 交響的舞曲

1991/09/18 NHKホール
#1150
B

フルネ、ジャン ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1991/09/27 NHKホール
#1151
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

三善晃 魁響の譜

1991/09/27 NHKホール
#1151
C

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15番 変ロ長調
K.450

野島稔(pf.)

1991/09/27 NHKホール
#1151
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「英雄の生涯」 作品40 堀正文(vln.)

1991/10/03 NHKホール
#1152
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第2番 変ロ長調 D.125

1991/10/03 NHKホール
#1152
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7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1991/10/08 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. 弦楽のためのアダージョとフーガ ハ短調 K.546

1991/10/08 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23番 イ長調
K.488

花房晴美(pf.)

1991/10/08 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. アリア「この美しい手で」 K.612 モル、クルト(bs.)



1991/10/08 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.
アリア「われ汝に別れを告げん、おお愛しき人
よ、さらば」
K.Anh.245

モル、クルト(bs.)

1991/10/08 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.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

1991/10/13 サントリーホール
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
ブラウン、ドンナ(sop.)/リッパート、ヘ
ルベルト(ten.)/モル、クルト(bs.)/東
京藝術大学(chor.)

サントリーホール開館5周年特別コンサー
ト
サヴァリッシュ&N響『天地創造』(非公開)

1991/10/17 NHKホール
#1153
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ウェーベルン 夏の風の中で

1991/10/17 NHKホール
#1153
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 2つの歌 作品51 モル、クルト(bs.)

1991/10/17 NHKホール
#1153
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 2つの大きな歌 作品44：ノットゥルノ モル、クルト(bs.)

1991/10/17 NHKホール
#1153
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3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

尾高忠明 エルガー 序奏とアレグロ 作品47
堀正文(vln.)/村上和邦(vln.)/大久保
淑人(vla.)/徳永兼一郎(vlc.)

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

尾高忠明 チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

尾高忠明 尾高尚忠 フルート小協奏曲 作品30 金昌国(fl.)

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

尾高忠明 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1991/11/14 NHKホール
#1155
A

尾高忠明 マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
豊田喜代美(sop.)/伊原直子
(alt.)/二期会合唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋史

1991/11/20 NHKホール
#1156
B

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 諏訪内晶子(vln.)

1991/11/20 NHKホール
#1156
B

尾高忠明 エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

1991/11/29 NHKホール
#1157
C

ナザレス、ダニエル ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲

1991/11/29 NHKホール
#1157
C

ナザレス、ダニエル レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1991/11/29 NHKホール
#1157
C

ナザレス、ダニエル ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1991/12/05 サントリーホール ナザレス、ダニエル モーツァルト、W.A.
アヴェ・ヴェルム・コルプス
K.618

小林英之(org.)/国立音楽大学
(chor.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ
～モーツァルト葬送～

1991/12/05 サントリーホール ナザレス、ダニエル モーツァルト、W.A. レクイエム K.626

マティス、エディット(sop.)/永井和子
(alt.)/スウェンセン、ロバート(ten.)/
ペルトゥージ、ミケーレ(br.&bs.)/小林
英之(org.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ
～モーツァルト葬送～

1991/12/12 NHKホール
#1158
A

ムント、ウーヴェ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ペヌティエ、ジャン・クロード(pf.)

1991/12/12 NHKホール
#1158
A

ムント、ウーヴェ ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (1889年版)

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ ワーグナー、リヒャルト
歌劇「ローエングリン」：大事な誓いを忘れたの
か

ファスラー、ウォルフガング
(ten.)

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ 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

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ ワーグナー、リヒャルト
歌劇「ローエングリン」：逡巡しているうちにもう聖
杯からお迎えが来た

ファスラー、ウォルフガング
(ten.)

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「ローエングリン」：騎手の音楽

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「ローエングリン」：聖杯の物語
ファスラー、ウォルフガング
(ten.)

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ラインの黄金」：のがれよ、ウォータン イェヴァン、アンネ(mez.sop.)

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ワルキューレ」：ジークムントの愛の歌「冬
の嵐は過ぎ去り」

ファスラー、ウォルフガング
(ten.)

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ジークフリート」：刀かじの歌「必殺の剣よ」
ファスラー、ウォルフガング
(ten.)

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ ワーグナー、リヒャルト
楽劇「神々のたそがれ」：私の話をよく聞いてくだ
さい

イェヴァン、アンネ(mez.sop.)

1991/12/18 NHKホール
#1159
B

ムント、ウーヴェ 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 / 終結部

1991/12/23 NHKホール ムント、ウーヴェ 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

1991/12/23 NHKホール ムント、ウーヴェ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ドナート、ヘレン(sop.)/イェヴァン、ア
ンネ(alt.)/ファスラー、ウォルフガン
グ(ten.)/ヒュンニネン、ヨルマ(br.)/国
立音楽大学(chor.)

1992/01/10 NHKホール
#1160
C

若杉弘 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1992/01/10 NHKホール
#1160
C

若杉弘 ベルク
歌劇「ヴォツェック」から ソプラノと管弦楽のため
の3つの断章

佐藤しのぶ(マリー&マリーのこども)/
東京放送児童合唱団(chor.)

演奏会用編曲版

1992/01/10 NHKホール
#1160
C

若杉弘 ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1992/01/16 NHKホール
#1161
A

若杉弘 マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

佐藤しのぶ(sop.)/松本美和子
(sop.)/三縄みどり(sop.)/伊原直子
(alt.)/永井和子(alt.)/伊達英二
(ten.)/木村俊光(br.)/高橋啓三(bs.)/
晋友会(chor.)/東京放送児童合唱団
(chor.)

合唱指導：関屋晋



1992/01/22 NHKホール
#1162
B

若杉弘 ラヴェル 歌劇「こどもと魔法」 (演奏会形式)

松本美和子(子供)/春日成子
(ママ&カップ&トンボ&木々&
動物たち)/水島範子(安楽椅子
&コウモリ&フクロウ&羊飼いの娘&
木々&動物たち)/番場ちひろ(火&お
姫様&うぐいす
&木々&動物たち)/青木道子(雌猫&
リス&羊飼いの男&木々&動物たち)/
高橋啓三(ソファ&木&木々&動物た
ち)/村田健司(大時計&雄猫&木々&
動物たち)/小林彰英(ティーポット&
小さな老人&雨蛙&木々&動物たち)/
二期会(chor.)

言語指導：村田健司
合唱指導：岡田司

1992/01/22 NHKホール
#1162
B

若杉弘 ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1992/01/27 サントリーホール 若杉弘 ヘンデル(モーツァルト) オラトリオ「メサイア」
豊田喜代美(sop.)/永井和子(alt.)/近
藤伸政(ten.)/勝部太(bs.)/日本プロ
合唱団連合(chor.)

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
～モーツァルトとヘンデルの世界K.572

1992/02/07 NHKホール
#1163
C

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

1992/02/07 NHKホール
#1163
C

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

1992/02/07 NHKホール
#1163
C

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1992/02/13 NHKホール
#1164
A

アルブレヒト、ゲオルゲ･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

1992/02/13 NHKホール
#1164
A

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ケフェレック、アンヌ(pf.)

1992/02/13 NHKホール
#1164
A

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1992/02/19 NHKホール
#1165
B

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1992/02/28 NHKホール
#1166
C

十束尚宏 モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1992/02/28 NHKホール
#1166
C

十束尚宏 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

井上直幸(pf.)

1992/02/28 NHKホール
#1166
C

十束尚宏 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1992/03/05 NHKホール
#1167
A

山下一史 ワーグナー、リヒャルト ジークフリートの牧歌

1992/03/05 NHKホール
#1167
A

山下一史 シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 豊田喜代美(sop.)

1992/03/05 NHKホール
#1167
A

山下一史 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1992/03/25 NHKホール
#1168
B

北原幸男 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

リンパニー、モーラ(pf.)

1992/03/25 NHKホール
#1168
B

北原幸男 ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103

1992/04/10 NHKホール
#1169
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

1992/04/10 NHKホール
#1169
C

シュタイン、ホルスト シューベルト 交響曲 第1番 ニ長調 D.82

1992/04/10 NHKホール
#1169
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

1992/04/16 NHKホール
#1170
A

シュタイン、ホルスト レーガー ピアノ協奏曲 ヘ短調 作品114 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

1992/04/16 NHKホール
#1170
A

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1992/04/22 NHKホール
#1171
B

シュタイン、ホルスト ストラヴィンスキー 詩編交響曲 二期会(chor.)

1992/04/22 NHKホール
#1171
B

シュタイン、ホルスト ブルックナー ミサ曲 第3番 ヘ短調
三縄みどり(sop.)/永井和子(alt.)/鈴
木寛一(ten.)/高橋啓三(bs.)/二期会
(chor.)

1992/04/26 サントリーホール シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズI)
ドイツ音楽の精髄

1992/04/26 サントリーホール シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズI)
ドイツ音楽の精髄

1992/05/01 サントリーホール 外山雄三 湯浅譲二 始源への眼差 II
N響委嘱世界初演
MusicinFuture1992プレトーク(18:00～)：湯
浅譲二/西村朗/長木誠司(司会)

1992/05/01 サントリーホール 外山雄三 西村朗
ヴァイオリン、ピアノ、オーケストラのための二重
協奏曲「光の環」

徳永二男(vln.)/木村かをり(pf.)

1992年第40回尾高賞受賞
MusicinFuture1992
プレトーク(18:00～)：湯浅譲二/西村朗/長
木誠司(司会)

1992/05/01 サントリーホール 外山雄三 フェルドマン コプトの光
日本初演
MusicinFuture1992プレトーク(18:00～)：湯
浅譲二/西村朗/長木誠司(司会)

1992/05/08 NHKホール
#1172
C

クンチ、マティアス ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

豊田喜代美(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

合唱指導：長井則文

1992/05/14 NHKホール
#1173
A

フムーラ、ガブリエル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第3番 ト長調 Hob.I-3

1992/05/14 NHKホール
#1173
A

フムーラ、ガブリエル 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 フカチョヴァー、ミカエラ(vlc.)

1992/05/14 NHKホール
#1173
A

フムーラ、ガブリエル ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調 (ノヴァーク版)

1992/05/20 NHKホール
#1174
B

フムーラ、ガブリエル ハルトマン 交響曲 第6番



1992/05/20 NHKホール
#1174
B

フムーラ、ガブリエル ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 オイストラフ、イーゴリ(vln.)

1992/05/24
かつしかシンフォ
ニーヒルズ

ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201 オープニング・コンサート

1992/05/24
かつしかシンフォ
ニーヒルズ

ワルベルク、ハインツ 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 フカチョヴァー、ミカエラ(vlc.) オープニング・コンサート

1992/05/24
かつしかシンフォ
ニーヒルズ

ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

オープニング・コンサート

1992/06/12 NHKホール
#1175
C

タバシュニク、ミシェル ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

1992/06/12 NHKホール
#1175
C

タバシュニク、ミシェル ベルリオーズ 歌曲集「夏の夜」 作品7 バレイ、ブリジット(mez.sop.)

1992/06/12 NHKホール
#1175
C

タバシュニク、ミシェル チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1992/06/18 NHKホール
#1176
A

タバシュニク、ミシェル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 レーピン、ヴァディム(vln.)

1992/06/18 NHKホール
#1176
A

タバシュニク、ミシェル ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1992/06/18 NHKホール
#1176
A

タバシュニク、ミシェル ドビュッシー 交響詩「海」

1992/06/24 NHKホール
#1177
B

タバシュニク、ミシェル タバシュニク 伝説への前奏曲

1992/06/24 NHKホール
#1177
B

タバシュニク、ミシェル マルティヌー ラプソディ・コンチェルト ツィンマーマン、タベア(vla.)

1992/06/24 NHKホール
#1177
B

タバシュニク、ミシェル ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1992/08/20 函館市民会館 外山雄三 ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」：序曲

1992/08/20 函館市民会館 外山雄三 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」
ロンクィッヒ、アレクサンダー
(pf.)

1992/08/20 函館市民会館 外山雄三 シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1992/09/04 NHKホール
#1178
C

アサートン、デーヴィッド シューベルト
歌劇「アルフォンソとエストレルラ」 作品69
D.732：序曲

1992/09/04 NHKホール
#1178
C

アサートン、デーヴィッド モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

ダルベルト、ミシェル(pf.)

1992/09/04 NHKホール
#1178
C

アサートン、デーヴィッド ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1992/09/10 NHKホール
#1179
A

アサートン、デーヴィッド ティペット 交響曲 第2番

1992/09/10 NHKホール
#1179
A

アサートン、デーヴィッド ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 リル、ジョン(pf.)

1992/09/10 NHKホール
#1179
A

アサートン、デーヴィッド 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

1992/09/16 NHKホール
#1180
B

アサートン、デーヴィッド ストラヴィンスキー 管楽器のための交響曲 (1947年版)

1992/09/16 NHKホール
#1180
B

アサートン、デーヴィッド 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 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1992/09/16 NHKホール
#1180
B

アサートン、デーヴィッド シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1992/09/21 サントリーホール アサートン、デーヴィッド ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992III)
歴史が驚いた名曲

1992/09/21 サントリーホール アサートン、デーヴィッド 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交響楽団シリーズ1992III)
歴史が驚いた名曲

1992/09/21 サントリーホール アサートン、デーヴィッド エルガー 変奏曲「謎」 作品36
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992III)
歴史が驚いた名曲

1992/09/25 NHKホール
#1181
C

スタインバーグ、ピンカス スメタナ 交響詩「わが祖国」

1992/10/01 NHKホール
#1182
A

スタインバーグ、ピンカス チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 ピツァロ、アルトゥール(pf.)

1992/10/01 NHKホール
#1182
A

スタインバーグ、ピンカス ホルスト 組曲「惑星」 作品32 東京混声合唱団(femalechor.)

1992/10/07 NHKホール
#1183
B

クーン、グスタフ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
メネゼス、アントニオ(vlc.)/川崎和憲
(vla.)

1992/10/07 NHKホール
#1183
B

クーン、グスタフ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1992/10/12 サントリーホール クーン、グスタフ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲 サントリーホール特別演奏会

1992/10/12 サントリーホール クーン、グスタフ ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲 サントリーホール特別演奏会

1992/10/12 サントリーホール クーン、グスタフ オルフ カルミナ・ブラーナ

グリーンバーグ、シルヴィア(sop.)/篠
崎義昭(ten.)/ニムスゲルン、ジーク
ムント(br.)/東京藝術大学(chor.)/東
京少年少女合唱隊(chor.)

サントリーホール特別演奏会

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー
最後の七つの歌：死んだ鼓手 /
少年鼓手

ヴァイクル、ベルント(br.)

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー
こどもの不思議な角笛：高い知性への賛歌 / 魚
に説教するパドバの聖アントニオ / 誰がこの歌
を作ったか

ヴァイクル、ベルント(br.)

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1992/11/05 NHKホール
#1185
A

ブロムシュテット、ヘルベル
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

1992/11/05 NHKホール
#1185
A

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17番 ト長調
K.453

ピレス、マリア・ジョアン(pf.)

1992/11/05 NHKホール
#1185
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1992/11/11 NHKホール
#1186
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第9番 ニ長調



1992/12/04 NHKホール
#1187
C

エーヴァルト、クリスティアン モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

1992/12/04 NHKホール
#1187
C

エーヴァルト、クリスティアン メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 パウク、ジェルジ(vln.)

1992/12/04 NHKホール
#1187
C

エーヴァルト、クリスティアン 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」

1992/12/10 NHKホール
#1188
A

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

1992/12/10 NHKホール
#1188
A

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

1992/12/10 NHKホール
#1188
A

ヤノフスキ、マレク フランク 交響曲 ニ短調

1992/12/16 NHKホール
#1189
B

ヤノフスキ、マレク ブラームス
セレナード 第1番 ニ長調 作品
11

1992/12/16 NHKホール
#1189
B

ヤノフスキ、マレク ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

1992/12/22 NHKホール 若杉弘 ブラームス アルト･ラプソディー 作品53
ゾッフェル、ドリス(alt.)/国立音楽大
学(malechor.)

1992/12/22 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」

コバーン、パメラ(sop.)/ゾッフェル、ド
リス(alt.)/シュンク、ロベルト(ten.)/ニ
ムスゲルン、ジークムント(br.)/国立
音楽大学(chor.)

1993/01/09 NHKホール 大友直人 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 第19回若い芽のコンサート

1993/01/09 NHKホール 大友直人 モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もうあんたの勝ち
だと言ったな― ため息をついている間に

三原剛(br.) 第19回若い芽のコンサート

1993/01/09 NHKホール 大友直人 ヴェルディ
歌劇「ドン・カルロ」：ロドリーゴの死「終わりの日
は来た」

三原剛(br.) 第19回若い芽のコンサート

1993/01/09 NHKホール 大友直人 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 神谷美千子(vln.) 第19回若い芽のコンサート

1993/01/09 NHKホール 大友直人 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 児玉桃(pf.) 第19回若い芽のコンサート

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ モーツァルト、W.A.
それは前からわかっていた
K.272

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ モーツァルト、W.A.
レチタティーヴォとありあ「もう良いの、あなたの
勝ちです―あ あ、捨てないでください、どう
ぞ」 K.486a (K.295a)

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ 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

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：楽しい思い出はど
こへ

ヘンドリックス、バーバラ(sop.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/01/12 サントリーホール シモノフ、ユーリ 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1992
VIオペラ・バレエ音楽の夕べ

1993/01/22 NHKホール
#1190
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア

1993/01/22 NHKホール
#1190
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338

1993/01/22 NHKホール
#1190
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1993/01/28 NHKホール
#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124

1993/01/28 NHKホール
#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 加藤知子(vln.)

1993/01/28 NHKホール
#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1993/02/03 NHKホール
#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」：間奏曲

1993/02/03 NHKホール
#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第2番 ト長調 作品44 チェルカスキー、シューラ(pf.)

1993/02/03 NHKホール
#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

カリンニコフ 交響曲 第1番 ト短調

1993/02/08 サントリーホール フルネ、ジャン デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIIフランス近代音楽

1993/02/08 サントリーホール フルネ、ジャン ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 清水和音(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIIフランス近代音楽

1993/02/08 サントリーホール フルネ、ジャン サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992
VIIフランス近代音楽

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン ボアエルデュー 歌劇「白衣の婦人」：序曲

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン 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 姜東錫(vln.)

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1993/02/18 NHKホール
#1194
A

フルネ、ジャン デュカス 序曲「ポリュークト」

1993/02/18 NHKホール
#1194
A

フルネ、ジャン サン・サーンス ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 作品44 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.)

1993/02/18 NHKホール
#1194
A

フルネ、ジャン シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1993/02/24 NHKホール
#1195
B

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

1993/02/24 NHKホール
#1195
B

フルネ、ジャン ドビュッシー(コンスタン) 交響曲「ペレアスとメリザンド」

1993/02/24 NHKホール
#1195
B

フルネ、ジャン シュミット、フロラン バレエ組曲「サロメの悲劇」 作品50



1993/02/24 NHKホール
#1195
B

フルネ、ジャン ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1993/03/06 NHKホール
#1196
C

フロール、クラウス･ペー
ター

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1993/03/06 NHKホール
#1196
C

フロール、クラウス･ペー
ター

モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

堀正文(vln.)

1993/03/06 NHKホール
#1196
C

フロール、クラウス･ペー
ター

ベートーヴェン ミサ曲 ハ長調 作品86
平松英子(sop.)/野村陽子(alt.)
/吉田浩之(ten.)/大島幾雄(bs.)/日
本プロ合唱団連合(chor.)

1993/03/11 NHKホール
#1197
A

フロール、クラウス･ペー
ター

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

ハーゲン、クレメンス(vlc.)

1993/03/11 NHKホール
#1197
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1993/03/24 NHKホール
#1198
B

フロール、クラウス･ペー
ター

メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

1993/03/24 NHKホール
#1198
B

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ウセー、セシル(pf.)

1993/04/10 NHKホール
#1199
C

ドレヴァンツ、ハンス ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

1993/04/15 NHKホール
#1200
A

ドレヴァンツ、ハンス ベルク ヴァイオリン協奏曲 テツラフ、クリスティアン(vln.)

1993/04/15 NHKホール
#1200
A

ドレヴァンツ、ハンス シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1993/04/21 NHKホール
#1201
B

ドレヴァンツ、ハンス シュトラウス、リヒャルト 楽劇「サロメ」 作品54 (演奏会形式)

ヒエスターマン、ホルスト(ヘロデ)/デ
ルネシュ、ヘルガ(ヘロディアス)/コエ
ルホ、エリアーネ(サロメ)/プロプス
ト、ヴォルグガング(ヨカナーン)/錦織
健(ナラボート)/大橋ゆり(ヘロディア
スの小姓)/田中誠(ユダヤ人)/蔵田
雅之(ユダヤ人)/牧川修一(ユダヤ
人)/黒田晋也(ユダヤ人)/小川裕二
(ユダヤ人)/近藤均(ナザレ人&兵
士)/経種廉彦(ナザレ人)/黒田博(兵
士)/谷茂樹(カッパドキア人)

1993/05/04 サントリーホール 外山雄三 細川俊夫
ヴァイオリンとオーケストラのための「ランドス
ケープ III」

アルディッティ、アーヴィン(vln.)
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow1993プレトーク(18:00～)：
細川俊夫、西村朗、長木誠司(司会)

1993/05/04 サントリーホール 外山雄三 西村朗 永遠なる渾沌の光の中へ

1993年第41回尾高賞受賞
MusicTomorrow1993プレトーク
(18:00～)：細川俊夫、西村朗、長木誠司
(司会)

1993/05/04 サントリーホール 外山雄三 ベリオ レンダリング
MusicTomorrow1993プレトーク(18:00～)：
細川俊夫、西村朗、長木誠司(司会)

1993/05/08 サントリーホール 高関健 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団シリーズ1993-II

1993/05/08 サントリーホール 高関健 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 シュタルケル、ヤノーシュ(vlc.)
サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団シリーズ1993-II

1993/05/21 NHKホール
#1202
C

スラットキン、レナード フィリップス、M. Turning

1993/05/21 NHKホール
#1202
C

スラットキン、レナード 武満徹 ア・ストリング・アラウンド・オータム バシュメット、ユーリ(vla.)

1993/05/21 NHKホール
#1202
C

スラットキン、レナード ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1993/05/27 NHKホール
#1203
A

スラットキン、レナード プーランク グロリア
ホーヘンフェルト、リンダ(sop.)/
東京混声合唱団(chor.)

1993/05/27 NHKホール
#1203
A

スラットキン、レナード マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1993/06/02 NHKホール
#1204
B

スラットキン、レナード リゲティ ロンターノ

1993/06/02 NHKホール
#1204
B

スラットキン、レナード 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
ラベック、カーティア(pf.)/ラベック、マ
リエル(pf.)

1993/06/02 NHKホール
#1204
B

スラットキン、レナード モーツァルト、W.A. 3台のピアノのための協奏曲 ヘ長調 K.242
ラベック、カーティア(pf.)/ラベック、マ
リエル(pf.)/スラトキン、レナード(pf.)

1993/06/02 NHKホール
#1204
B

スラットキン、レナード 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

1993/06/06 サントリーホール 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 ロジェ、パスカル(pf.) サントリーホール定期演奏会1993-III

1993/06/06 サントリーホール スラットキン、レナード ドビュッシー 交響詩「海」 サントリーホール定期演奏会1993-III

1993/06/06 サントリーホール スラットキン、レナード メシアン キリストの昇天 サントリーホール定期演奏会1993-III

1993/06/12 NHKホール
#1205
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

1993/06/12 NHKホール
#1205
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 アックス、エマニュエル(pf.)

1993/06/12 NHKホール
#1205
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1993/06/17 NHKホール
#1206
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドビュッシー 夜想曲 二期会(chor.)

1993/06/17 NHKホール
#1206
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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 クーレン、イザベル・ファン(vln.)

1993/06/17 NHKホール
#1206
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

1993/06/23 NHKホール
#1207
B

メッツマッハー、インゴ ヤナーチェク シンフォニエッタ

1993/06/23 NHKホール
#1207
B

メッツマッハー、インゴ ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 野島稔(pf.)

1993/06/23 NHKホール
#1207
B

メッツマッハー、インゴ ルトスワフスキ オーケストラのための協奏曲

1993/07/02 那覇市民会館 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 堀米ゆず子(vln.)

1993/07/02 那覇市民会館 外山雄三 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1993/07/09 サントリーホール アンドレー、マーク プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25 サントリーホール定期演奏会1993=IV

1993/07/09 サントリーホール アンドレー、マーク ストラヴィンスキー カプリッチョ クロスリー、ポール(pf.) サントリーホール定期演奏会1993=IV



1993/07/09 サントリーホール アンドレー、マーク
ムソルグスキー(トゥシュマ
ロフ&リムスキー・コルサコ
フ)

組曲「展覧会の絵」 サントリーホール定期演奏会1993=IV

1993/07/09 サントリーホール アンドレー、マーク ムソルグスキー
歌劇「ホヴァンシチナ」：前奏曲
「モスクワ川の夜明け」

サントリーホール定期演奏会1993=IV

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66：ワルツ
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー
歌劇「エフゲーニ・オネーギン」 作品24：ポロ
ネーズ

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：第2楽章
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20：序奏 / 小さな
白鳥たちの踊り / ハンガリーの踊り / ワルツ

N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/07/31 NHKホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20：スペインの踊り
N響「夏」'93～チャイコフスキー・メモリア
ル・イヤー～

1993/09/03 NHKホール
#1208
C

大友直人 ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、大友直人に指揮者
変更

1993/09/03 NHKホール
#1208
C

大友直人 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 小山実稚恵(pf.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、大友直人に指揮者
変更

1993/09/03 NHKホール
#1208
C

大友直人 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、大友直人に指揮者
変更

1993/09/09 NHKホール
#1209
A

外山雄三 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」

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、外山雄三に指揮者
変更

1993/09/09 NHKホール
#1209
A

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 藤原真理(vlc.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、外山雄三に指揮者
変更

1993/09/09 NHKホール
#1209
A

外山雄三 グラズノフ
バレエ音楽「レイモンダ」 作品 57：大ワルツ/ ピ
チカート/ ワルツの反復 / 前奏曲と変奏 / パン
トマイム/ スペインのグラン・パ

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、外山雄三に指揮者
変更

1993/09/15 NHKホール
#1210
B

小泉和裕 グリンカ 歌劇「イワン・スサーニン」：3つの踊り

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、小泉和裕に指揮者
変更

1993/09/15 NHKホール
#1210
B

小泉和裕 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ラクリン、ジュリアン(vln.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、小泉和裕に指揮者
変更

1993/09/15 NHKホール
#1210
B

小泉和裕 ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定はウラディミール・フェド
セーエフであったが、小泉和裕に指揮者
変更

1993/09/27
ベルリン・フィ ル
ハーモニー・コン
サートホール

デュトワ、シャルル 武満徹 ノスタルジア 堀正文(vln.)

1993/09/27
ベルリン・フィ ル
ハーモニー・コン
サートホール

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1993/09/27
ベルリン・フィ ル
ハーモニー・コン
サートホール

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

1993/09/27
ベルリン・フィ ル
ハーモニー・コン
サートホール

デュトワ、シャルル ブラームス ハンガリー舞曲：第1番

1993/10/16 NHKホール
#1211
C

ハウシルト、ヴォルフ･
ディーター

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ハフ、スティーヴン(pf.)

1993/10/16 NHKホール
#1211
C

ハウシルト、ヴォルフ･
ディーター

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1993/10/21 NHKホール
#1212
A

アントルモン、フィリップ 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

1993/10/21 NHKホール
#1212
A

アントルモン、フィリップ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 コチシュ、ゾルターン(pf.)

1993/10/21 NHKホール
#1212
A

アントルモン、フィリップ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1993/10/27 NHKホール
#1213
B

アントルモン、フィリップ チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」 作品32

1993/10/27 NHKホール
#1213
B

アントルモン、フィリップ ウォルトン ヴィオラ協奏曲 今井信子(vla.)

1993/10/27 NHKホール
#1213
B

アントルモン、フィリップ チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(レーガー) 3つの竪琴弾きの歌 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(レーガー) 夕ばえに D.799 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(レーガー) 音楽に 作品88-4 D.547 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(レーガー) プロメテウス D.674 プライ、ヘルマン(br.)



1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(ブラームス) ひめごと 作品14-2 D.719 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(ブラームス) 馭者クロノスに 作品19-1 D.369 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(モットル) 歌曲集「白鳥の歌」 D.957：セレナード プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト
シューベルト
(ウェーベルン)

歌曲集「白鳥の歌」 D.957：彼女の絵姿 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シューベルト(リスト) 魔王 作品1 D.328 プライ、ヘルマン(br.)

1993/11/06 NHKホール
#1214
C

シュタイン、ホルスト シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1993/11/11 NHKホール
#1215
A

シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

1993/11/11 NHKホール
#1215
A

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

クーパー、イモジェン(pf.)

1993/11/11 NHKホール
#1215
A

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1993/11/17 NHKホール
#1216
B

シュタイン、ホルスト レズニチェク 歌劇「ドンナ・ディアナ」：序曲

1993/11/17 NHKホール
#1216
B

シュタイン、ホルスト 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 ペッチュ、ミカエラ(vln.)

1993/11/17 NHKホール
#1216
B

シュタイン、ホルスト ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

1993/12/03 NHKホール
#1217
C

インバル、エリアフ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ルイサダ、ジャン・マルク(pf.)

1993/12/03 NHKホール
#1217
C

インバル、エリアフ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1993/12/09 NHKホール
#1218
A

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
ゾッフェル、ドリス(alt.)/晋友会
(chor.)/東京放送児童合唱団(chor.)

合唱指導：関屋晋/古橋富士雄

1993/12/15 NHKホール
#1219
B

インバル、エリアフ ベルリオーズ 劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17
ゾッフェル、ドリス(alt.)/五十嵐修
(ten.)/ニムスゲルン、ジークムント
(bs.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：佐藤公孝

1993/12/22 NHKホール インバル、エリアフ ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1993/12/22 NHKホール インバル、エリアフ 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.)

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

スメタナ 交響詩「モルダウ」

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バルトーク ピアノ協奏曲 第1番 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1994/01/12 NHKホール
#1220
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

グリーグ 交響的舞曲 作品64

1994/01/21 NHKホール
#1221
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

1994/01/21 NHKホール
#1221
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1994/01/27 NHKホール
#1222
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

アダムス、ジョン 包帯係 シルヴァン、サンフォード(br.)

1994/01/27 NHKホール
#1222
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー リャードフ アポカリプスから 作品66

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

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

1994/02/05 NHKホール
#1223
C

ラザレフ、アレクサンダー シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1994/02/10 NHKホール
#1224
A

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

1994/02/10 NHKホール
#1224
A

ラザレフ、アレクサンダー ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー ラヴェル スペイン狂詩曲

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

ラザレフ、アレクサンダー クルーセル クラリネット協奏曲 ヘ短調 作品5 ライスター、カール(cl.)

1994/02/16 NHKホール
#1225
B

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

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

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

宮崎県立芸術劇場開館記念事業

1994/02/23 宮崎県立芸術劇場 パータノストロ、ロベルト チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：第2楽章 宮崎県立芸術劇場開館記念事業

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

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

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

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：むごい運命よ ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー 歌劇「カルメン」：前奏曲 / 3つの間奏曲



1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー 歌劇「カルメン」：恋は野の鳥 ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー 「アルルの女」組曲 第1番

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ セラーノ カーネーション：ロサのアリア ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ヒメネス サルスエラ「テンプラニーカ」：サパテアード ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ビゼー
歌劇｢カルメン」：セギディーリャ「セビリアのとり
での近くに」

ベルガンサ、テレサ(mez.sop.)

1994/03/05 NHKホール
#1226
C

ワルベルク、ハインツ ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲

1994/03/10 NHKホール
#1227
A

ワルベルク、ハインツ ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1994/03/16 NHKホール
#1228
B

ワルベルク、ハインツ ウェーベルン パッサカリア 作品1

1994/03/16 NHKホール
#1228
B

ワルベルク、ハインツ シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 作品61 ジュイエ、シャンタル(vln.)

1994/03/16 NHKホール
#1228
B

ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1994/03/21 よこすか芸術劇場 ワルベルク、ハインツ ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

1994/03/21 よこすか芸術劇場 ワルベルク、ハインツ ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ジュイエ、シャンタル(vln.)
よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

1994/03/21 よこすか芸術劇場 ワルベルク、ハインツ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

1994/03/21 よこすか芸術劇場 ワルベルク、ハインツ ブラームス ハンガリー舞曲：第1番
よこすか芸術劇場オープニング記念シリー
ズ

1994/04/09 NHKホール
#1229
C

ジェルメッティ、ジャンルイジ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1994/04/09 NHKホール
#1229
C

ジェルメッティ、ジャンルイジ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1994/04/14 NHKホール
#1230
A

ジェルメッティ、ジャンルイジ ヴェルディ レクイエム
マッツァリア、ルチア(sop.)/ポドレス、
エヴァ(alt.)/市原多朗(ten.)/多田羅
迪夫(bs.)/東京藝術大学(chor.)

1994/04/20 NHKホール
#1231
B

ジェルメッティ、ジャンルイジ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 ギトリス、イヴリー(vln.)

1994/04/20 NHKホール
#1231
B

ジェルメッティ、ジャンルイジ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1994/05/09 サントリーホール 外山雄三 北爪道夫 映照

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

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

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

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

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

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

1994/05/13 NHKホール
#1232
C

プラッソン、ミシェル ドビュッシー 交響詩「海」

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

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

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

プラッソン、ミシェル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

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

1994/05/25 NHKホール
#1234
B

プラッソン、ミシェル オネゲル 交響曲 第3番 「礼拝」

1994/06/04 NHKホール
#1235
C

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

1994/06/04 NHKホール
#1235
C

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1994/06/15 NHKホール
#1236
B

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

1994/06/15 NHKホール
#1236
B

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

1994/06/23 NHKホール
#1237
A

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

1994/06/23 NHKホール
#1237
A

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

1994/06/23 NHKホール
#1237
A

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

野平一郎(pf.)

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

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

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

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



1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

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

1994/07/21
Bunkamura オー
チャードホール

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：第2楽章 第100回記念公演NTT

1994/07/26 サントリーホール キタエンコ、ドミートリ メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

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

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

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

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

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

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

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

1994/07/29 NHKホール コウト、イルジー ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第7番
N響「夏」'94～わが祖国ボヘミアの風～
スメタナ生誕170年ドヴォルザーク没後90
年

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

1994/08/18 静岡市民文化会館 尾高忠明 モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 藤川真弓(vln.)

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

1994/09/03 NHKホール
#1238
C

スタインバーグ、ピンカス ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部

1994/09/03 NHKホール
#1238
C

スタインバーグ、ピンカス ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 チー・ユン(vln.)

1994/09/03 NHKホール
#1238
C

スタインバーグ、ピンカス ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1994/09/08 NHKホール
#1239
A

スタインバーグ、ピンカス リムスキー・コルサコフ 組曲「サルタン皇帝の物語」 作品57

1994/09/08 NHKホール
#1239
A

スタインバーグ、ピンカス ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ヤブロンスキー、ペーテル(pf.)

1994/09/08 NHKホール
#1239
A

スタインバーグ、ピンカス シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

1994/09/14 NHKホール
#1240
B

スタインバーグ、ピンカス メンデルスゾーン ピアノ協奏曲 第1番 ト短調 作品25 ワッツ、アンドレ(pf.)

1994/09/14 NHKホール
#1240
B

スタインバーグ、ピンカス ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

1994/09/25
Symphony Hall
Birmingham

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 バーミンガム

1994/09/28
Palais des Beaux
Arts

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 ブリュッセル

1994/10/15 NHKホール
#1241
C

ムント、ウーヴェ シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1994/10/15 NHKホール
#1241
C

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

1994/10/15 NHKホール
#1241
C

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

1994/10/20 NHKホール
#1242
A

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1994/10/20 NHKホール
#1242
A

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

1994/10/20 NHKホール
#1242
A

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1994/10/26 NHKホール
#1243
B

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

1994/10/26 NHKホール
#1243
B

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

カツァリス、シプリアン(pf.)

1994/10/26 NHKホール
#1243
B

ムント、ウーヴェ レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

1994/11/04 NHKホール
#1244
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

1994/11/04 NHKホール
#1244
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1994/11/10 NHKホール
#1245
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 シフ、アンドラーシュ(pf.)

1994/11/10 NHKホール
#1245
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1994/11/16 NHKホール
#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

1994/11/16 NHKホール
#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

竹澤恭子(vln.)/ブルネルロ、マリオ
(vlc.)

1994/11/16 NHKホール
#1246
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1994/11/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

サントリーホール定期演奏会1994-V

1994/11/21 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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



1994/12/03 NHKホール
#1247
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

フランク 交響曲 ニ短調

1994/12/08 NHKホール
#1248
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

スメタナ 交響詩「わが祖国」

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー 交響曲 第10番

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

1994/12/22 NHKホール
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

1995/01/12 NHKホール
#1250
A

北原幸男 ショスタコーヴィチ バレエ組曲 第1番 作品84

1995/01/12 NHKホール
#1250
A

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

1995/01/12 NHKホール
#1250
A

北原幸男 ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

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

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

千住真理子(vln.)/小林美恵
(vln.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

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

佐久間由美子(fl.)/吉野直子
(hrp.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102： 第1楽章

渡辺玲子(vln.)/向山佳絵子
(vlc.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56：第3楽章
小山実稚恵(pf.)/加藤知子
(vln.)/山崎伸子(vlc.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 モーツァルト、W.A.
2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365：
第2楽章 / 第3楽章

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

1995/01/23 サントリーホール 小澤征爾 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア
怪我や病気で活躍できないオーケストラの
楽員のためのチャリティコンサート

1995/01/23 サントリーホール 小澤征爾 バルトーク オーケストラのための協奏曲
怪我や病気で活躍できないオーケストラの
楽員のためのチャリティコンサート

1995/01/23 サントリーホール 小澤征爾 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
ロストロポーヴィチ、ムスティス ラフ
(vlc.)

怪我や病気で活躍できないオーケストラの
楽員のためのチャリティコンサート

1995/01/28 NHKホール
#1251
C

佐渡裕 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 作品1 中村紘子(pf.)

1995/01/28 NHKホール
#1251
C

佐渡裕 シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

1995/02/01 NHKホール
#1252
B

山下一史 レスピーギ 組曲「鳥」

1995/02/01 NHKホール
#1252
B

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

1995/02/01 NHKホール
#1252
B

山下一史 ニルセン
交響曲 第2番 ロ短調 作品16
「4つの気質」

1995/02/11 NHKホール
#1253
C

シュタイン、ホルスト ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

1995/02/16 NHKホール
#1254
A

シュタイン、ホルスト ワーグナー、リヒャルト
歌劇「さまよえるオランダ人」
(演奏会形式)

ムフ、アルフレート(オランダ人)
/ルンドグレン、ベングト(ダーラント)/
トーナー、ジェーン(ゼンタ)/クルー
ゼ、ハインツ(エリック)/郡愛子(マ
リー)/吉田浩之(かじとり)/二期会合
唱団(chor.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、ダーラント役は当初の予定でははハラ
ルト・シュタムHaraldStammであったが、ベ
ングト・ルンドグレンBengtRundgrenに変更
合唱指導：三澤洋史

1995/02/22 NHKホール
#1255
B

シュタイン、ホルスト モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

1995/02/22 NHKホール
#1255
B

シュタイン、ホルスト ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

1995/02/22 NHKホール
#1255
B

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定ではヴァイオリン独奏はア
ンネ・ゾフィー・ムターAnne-SophieMutter
であったが、フランク・ペーター・ツィンマー
マンFrankPeterZimmermannに変更

1995/03/09 NHKホール
#1256
A

外山雄三 シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1995/03/09 NHKホール
#1256
A

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

1995/03/09 NHKホール
#1256
A

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

1995/03/15 NHKホール
#1257
B

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

安達さおり急病のため菅英三子に変更
合唱指導：長井則文

1995/04/01 NHKホール
#1258
C

外山雄三 シューベルト 交響曲 第2番 変ロ長調 D.125

1995/04/01 NHKホール
#1258
C

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

1995/04/01 NHKホール
#1258
C

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

1995/04/13 NHKホール
#1259
A

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

1995/04/13 NHKホール
#1259
A

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

1995/04/20 NHKホール
#1260
B

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

1995/04/20 NHKホール
#1260
B

フォスター、ローレンス エネスコ 交響曲 第1番 変ホ長調 作品13

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス ラロ 歌劇「イスの王様」：序曲



1995/04/29 NHKホール
#1261
C

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

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

猪俣猛(drums)

1995/04/29 NHKホール
#1261
C

フォスター、ローレンス コープランド サロン・メキシコ

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

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

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

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

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 菅野由弘 崩壊の神話

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

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

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

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー 花の章

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1995/05/18 NHKホール
#1263
A

若杉弘 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

1995/05/18 NHKホール
#1263
A

若杉弘 モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1995/05/18 NHKホール
#1263
A

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

1995/05/24 NHKホール
#1264
B

若杉弘 シェーンベルク グレの歌

岩永圭子(トーヴェ)/ルンケル、ライ
ンヒルト(鳩)/志村文彦(農民)/田代
誠(ワルデマール)/小林一男(クラウ
ス)/木村俊光(語り手)/国立音楽大
学(chor.)

合唱指導：佐藤公孝

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

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

1995/06/10 NHKホール
#1265
C

シモノフ、ユーリ ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

1995/06/10 NHKホール
#1265
C

シモノフ、ユーリ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 モラヴェツ、イヴァン(pf.)

1995/06/10 NHKホール
#1265
C

シモノフ、ユーリ ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1995/06/15 NHKホール
#1266
A

シモノフ、ユーリ チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71

1995/06/21 NHKホール
#1267
B

シモノフ、ユーリ シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

1995/06/21 NHKホール
#1267
B

シモノフ、ユーリ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 バルダスティ、インゲボルク(pf.)

1995/06/21 NHKホール
#1267
B

シモノフ、ユーリ ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 作品13

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター スッペ 喜歌劇「美しいガラテア」：序曲

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

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

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

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

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

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

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.203：メヌエット

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シューベルト ロザムンデ D.797：バレエ音楽 第2番

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(1世) ギャロップ「若人の情熱」 作品90

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「春の声」 作品410

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



1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) フランス風ポルカ「野火」 作品313

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「狩り」 作品373

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター スッペ 喜歌劇「軽騎兵」：序曲

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、エドゥアルド ポルカ「テープは切られた」 作品45

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「ディナミーデン」 作品173

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) スペイン行進曲 作品433

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「酒、女、歌」 作品333

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

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

1995/07/22 NHKホール グート、ペーター シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228

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

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

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

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

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

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

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

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

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

1995/09/02 NHKホール
#1268
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「伝説」 作品9

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

プーランク 朝の歌 ロジェ、パスカル(pf.)

1995/09/13 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 交響曲「世界の調和」 ヒンデミット生誕100年

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「伝説」 作品9

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

プーランク 朝の歌 ロジェ、パスカル(pf.)

1995/09/14 NHKホール
#1270
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット 交響曲「世界の調和」 ヒンデミット生誕100年

1995/09/19
Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
ORCHARDSPECIAL'95
N響

1995/09/19
Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 小山実稚恵(pf.)
ORCHARDSPECIAL'95
N響

1995/09/19
Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
ORCHARDSPECIAL'95
N響

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 諏訪内晶子(vln.)

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

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

コラール、ジャン・フィリップ(pf.)

1995/10/19 NHKホール
#1272
A

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

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

プレヴィン、アンドレ ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

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

1995/10/25 NHKホール
#1273
B

プレヴィン、アンドレ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヒンデミット バレエ音楽「気高い幻想」
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更



1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

モーツァルト、W.A. ロンド「いとしい人よ、心配しないで」 K.490 リッパート、ヘルベルト(ten.)

『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更シェーナとロ
ンドのうち、後半部分のロンドのみが演奏
された

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ボアエルデュー 歌劇「白衣の婦人」：来たれ、優 しいきみよ リッパート、ヘルベルト(ten.)
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品48：なつかしいおも かげ リッパート、ヘルベルト(ten.)
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品27：あすの朝 リッパート、ヘルベルト(ten.)
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品32：愛の賛歌 リッパート、ヘルベルト(ten.)
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24
『フィルハーモニー』への挟み込みによる
と、当初の予定から曲順変更

1995/11/16 NHKホール
#1275
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

バッハ、J.S. ヨハネ受難曲 BWV245

リッパート、ヘルベルト(福音史家)/
多田羅迪夫(イエス)/天羽明惠(ソプ
ラノ・アリア)/レールホルム、マリアン
ネ(アルト・アリア)/ムフ、アルフレート
(バス・アリア/ピラト/ペテロ)/東京藝
術大学(chor.)/若松夏美
(violad'amore)/高田あずみ
(violad'amore)/中野哲也
(violadagamba)/茂木裕子(org.)

合唱指導：八尋和美

1995/11/22 NHKホール
#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1995/11/22 NHKホール
#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

1995/11/22 NHKホール
#1276
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

1995/12/02 NHKホール
#1277
C

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

1995/12/02 NHKホール
#1277
C

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

1995/12/02 NHKホール
#1277
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

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

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1995/12/13 NHKホール
#1279
B

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1995/12/13 NHKホール
#1279
B

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

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

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

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

1995/12/22 NHKホール
スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/永井和子(alt.)/市
原多朗(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

1996/01/12 NHKホール
#1280
C

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

1996/01/12 NHKホール
#1280
C

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

1996/01/18 NHKホール
#1281
A

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

1996/01/18 NHKホール
#1281
A

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

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド バックス 交響詩「ティンタジェルの城」

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

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

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

1996/01/29 サントリーホール 若杉弘 ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルスプログラムには、「ノ
ヴァーク・第2版L.Nowaked.2ndver.」と記載.

1996/02/03 NHKホール
#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1996/02/03 NHKホール
#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 渡辺玲子(vln.)

1996/02/03 NHKホール
#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1996/02/08 NHKホール
#1284
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1996/02/08 NHKホール
#1284
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 グティエレス、オラシオ(pf.)

1996/02/08 NHKホール
#1284
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1996/02/14 NHKホール
#1285
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

バーバー メデアの瞑想と復讐の踊り作品23a

1996/02/14 NHKホール
#1285
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第2番 作品64ter：モ
ンタギュー家と キャピュレット家 / 少女ジュリ
エット/ 踊り/ ロメオとジュリエットの別れ /ジュリ
エットの墓の前 のロメオ

1996/02/14 NHKホール
#1285
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」



1996/02/26 サントリーホール 若杉弘 ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (ノヴァーク版)
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルスプログラムには、第3
稿[ノヴァーク版]と記載

1996/03/01,02 NHKホール
#1286
C

ワルベルク、ハインツ 武満徹 弦楽のためのレクイエム 2月20日に死去した武満徹への弔意

1996/03/01,02 NHKホール
#1286
C

ワルベルク、ハインツ シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1996/03/01,02 NHKホール
#1286
C

ワルベルク、ハインツ バルトーク ヴィオラ協奏曲 今井信子(vla.)

1996/03/01,02 NHKホール
#1286
C

ワルベルク、ハインツ ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1996/03/07 NHKホール
#1287
A

ワルベルク、ハインツ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第92番 ト長調 Hob.I-92
「オックスフォード」

1996/03/07 NHKホール
#1287
A

ワルベルク、ハインツ ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

1996/03/13 NHKホール
#1288
B

ワルベルク、ハインツ ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ハース版) ブルックナー没後100年

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

1996/03/18 サントリーホール ワルベルク、ハインツ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 サントリーホール定期演奏会

1996/03/31 サントリーホール 若杉弘 メシアン かの高みの都市 木村かをり(pf.)
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス

1996/03/31 サントリーホール 若杉弘 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (1890年稿ノヴァーク版)
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス

1996/04/06 NHKホール
#1289
C

若杉弘 ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1996/04/06 NHKホール
#1289
C

若杉弘 ブーレーズ ノタシオン～オーケストラのための： I,IV,III & II

1996/04/06 NHKホール
#1289
C

若杉弘 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1996/04/11 NHKホール
#1290
A

外山雄三 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1996/04/11 NHKホール
#1290
A

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

チー・ユン(vln.)

1996/04/11 NHKホール
#1290
A

外山雄三 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 一柳慧 弦楽オーケストラのための「インタースペース」

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1996/05/11 NHKホール
#1292
C

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

1996/05/11 NHKホール
#1292
C

インバル、エリアフ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

インバル、エリアフ ウェーベルン 6つの小品 作品6 (1928年版)

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

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

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

インバル、エリアフ ラヴェル
「ダフニスとクロエ」組曲 第1番 /
第2番

二期会合唱団(chor.)

1996/05/22 NHKホール
#1294
B

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

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

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

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

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

1996/06/01 NHKホール
#1295
C

スラットキン、レナード コリリャーノ エレジー

1996/06/01 NHKホール
#1295
C

スラットキン、レナード バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 竹澤恭子(vln.)

1996/06/01 NHKホール
#1295
C

スラットキン、レナード マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ホーヘンフェルト、リンダ(sop.)

1996/06/06 NHKホール
#1296
A

スラットキン、レナード マクティー サーキット

1996/06/06 NHKホール
#1296
A

スラットキン、レナード ヒンデミット ヴァイオリン協奏曲 ペスカノフ、マーク(vln.)

1996/06/06 NHKホール
#1296
A

スラットキン、レナード シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1996/06/12 NHKホール
#1297
B

スラットキン、レナード グリンカ 幻想曲「カマリンスカヤ」

1996/06/12 NHKホール
#1297
B

スラットキン、レナード ハチャトゥリアン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 工藤重典(fl.)
ヴァイオリン協奏曲の独奏ヴァイオリンの
パートをフルートで演奏

1996/06/12 NHKホール
#1297
B

スラットキン、レナード リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 山口裕之(vln.)

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

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

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

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

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

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

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

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

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～



1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ ビショップ(池辺晋一郎) 歌劇「クラリ」：ホーム・スィート・ ホーム フリーデ、ステファニー(sop.)
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ フロトー 歌劇「マルタ」：夏のなごりのばら フリーデ、ステファニー(sop.)
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ アイルランド民謡 ロンドンデリーの歌 フリーデ、ステファニー(sop.)
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ エルガー 変奏曲「謎」 作品36：ニムロード
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ エルガー 愛のあいさつ 作品12
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ ヴォーン・ウィリアムズ グリーンスリーヴズによる幻想曲
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ ブリテン イギリス民謡集 フリーデ、ステファニー(sop.)
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

1996/08/01 NHKホール ジャッド、ジェームズ ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34
N響「夏」'96～はるかなるイギリスの調べ
～

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

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

サントリーホール定期演奏会1996-4

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

1996/08/19 サントリーホール ムント、ウーヴェ 弘田龍太郎（西村朗） 叱られて サントリーホール定期演奏会1996-4

1996/08/19 サントリーホール ムント、ウーヴェ 岡野貞一（西村朗） 故郷 サントリーホール定期演奏会1996-4

1996/09/07 NHKホール
#1298
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1996/09/07 NHKホール
#1298
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
行進曲 ヘ長調「ボヘミア国防軍のために」
WoO.18

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヒンデミット
シンフォニア・セレーナ：ベー トーヴェンによる速
い行進曲

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1996/09/18 NHKホール
#1300
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

1996/09/18 NHKホール
#1300
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1996/10/05 NHKホール
#1301
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1996/10/05 NHKホール
#1301
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1996/10/05 NHKホール
#1301
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

1996/10/17 NHKホール
#1302
A

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ヴラダー、シュテファン(pf.)

1996/10/17 NHKホール
#1302
A

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1996/10/23 NHKホール
#1303
B

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1996/10/23 NHKホール
#1303
B

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1996/10/28 サントリーホール 若杉弘 武満徹 弦楽のためのレクイエム
サントリーホール10周年記念フェスティバ
ル公演

1996/10/28 サントリーホール 若杉弘 湯浅譲二
ヴァイオリン協奏曲 「イン・メモリー・オブ・武満
徹」

堀米ゆず子(vln.)
世界初演サントリー10周年記念フェスティ
バル公演

1996/10/28 サントリーホール 若杉弘 芥川也寸志 オルガンとオーケストラのための「響」 小林英之(org.)
サントリーホール10周年記念フェスティバ
ル公演

1996/11/14 NHKホール
#1305
A

フロール、クラウス･ペー
ター

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1996/11/14 NHKホール
#1305
A

フロール、クラウス･ペー
ター

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

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 マイヤース、アン・アキコ(vln.)

1996/11/20 NHKホール
#1306
B

フロール、クラウス･ペー
ター

サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル デュティユー 音色、空間、運動

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

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

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

1996/11/30 NHKホール
#1307
C

デュトワ、シャルル レスピーギ 交響詩「ローマの松」



1996/12/05 NHKホール
#1308
A

デュトワ、シャルル オネゲル オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

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

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

1996/12/06 NHKホール
#1308
A

デュトワ、シャルル オネゲル オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

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

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

1996/12/11 NHKホール
#1309
B

デュトワ、シャルル 武満徹 精霊の庭

1996/12/11 NHKホール
#1309
B

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

1996/12/11 NHKホール
#1309
B

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

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

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

サントリーホール定期演奏会1996-7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1996/12/25 NHKホール デュトワ、シャルル ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/永井和子(alt.)/吉
田浩之(ten.)/直野資(br.)/国立音楽
大学(chor.)/東京放送児童合唱団
(childrenchor.)

1997/01/13 サントリーホール 若杉弘 メシアン さればわれ死者の復活を待ち望む
サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス2つの世紀のカトリッ
ク――ブルックナー没後100年記念

1997/01/13 サントリーホール 若杉弘 ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調 (ノヴァーク版)

サントリーホール若杉宏&NHK交響楽団ブ
ルックナー・チクルス2つの世紀のカトリッ
ク――ブルックナー没後100年記念プログ
ラムには第2稿ノヴァーク版と記載

1997/01/17 NHKホール
#1310
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

1997/01/17 NHKホール
#1310
C

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46

1997/01/23 NHKホール
#1311
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1997/01/23 NHKホール
#1311
A

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

1997/01/29 NHKホール
#1312
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72

1997/01/29 NHKホール
#1312
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1997/02/08 NHKホール
#1313
C

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 クーレン、イザベル・ファン(vln.)

1997/02/08 NHKホール
#1313
C

スタインバーグ、ピンカス マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1997/02/13 NHKホール
#1314
A

スタインバーグ、ピンカス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

1997/02/13 NHKホール
#1314
A

スタインバーグ、ピンカス シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40



1997/02/19 NHKホール
#1315
B

スタインバーグ、ピンカス メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1997/02/19 NHKホール
#1315
B

スタインバーグ、ピンカス ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 清水和音(pf.)
ソリストがオラシオ・グティエレスから清水
和音に変更

1997/03/01 NHKホール
#1316
C

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

1997/03/01 NHKホール
#1316
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1997/03/06 NHKホール
#1317
A

朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

1997/03/12 NHKホール
#1318
B

ワイケルト、ラルフ ワーグナー、リヒャルト 舞台神聖祭典劇「パルシファル」：前奏曲

1997/03/12 NHKホール
#1318
B

ワイケルト、ラルフ ワーグナー、リヒャルト ヴェーゼンドンクの5つの詩 ステューダー、チェリル(sop.)

1997/03/12 NHKホール
#1318
B

ワイケルト、ラルフ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「ローエングリン」：前奏曲

1997/03/12 NHKホール
#1318
B

ワイケルト、ラルフ ワーグナー、リヒャルト
歌劇「ローエングリン」：エルザの夢「寂しい日々
に神に祈った」

ステューダー、チェリル(sop.)

1997/03/12 NHKホール
#1318
B

ワイケルト、ラルフ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲

1997/03/12 NHKホール
#1318
B

ワイケルト、ラルフ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：おごそかなこの広間よ ステューダー、チェリル(sop.)

1997/03/12 NHKホール
#1318
B

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

ステューダー、チェリル(sop.)

1997/03/12 NHKホール
#1318
B

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

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 ラヴェル 古風なメヌエット

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

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

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

1997/04/05 NHKホール
#1319
C

広上淳一 グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第2番 作品55

1997/04/10 NHKホール
#1320
A

十束尚宏 プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

1997/04/10 NHKホール
#1320
A

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

1997/04/10 NHKホール
#1320
A

十束尚宏 シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1997/04/16 NHKホール
#1321
B

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

1997/04/16 NHKホール
#1321
B

大友直人 ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

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

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

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

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

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

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

1997/05/16 NHKホール
#1322
C

コウト、イルジー スメタナ 交響詩「わが祖国」

1997/05/22 NHKホール
#1323
A

コウト、イルジー ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死 ポレ、フランソワーズ(sop.) 字幕付き

1997/05/22 NHKホール
#1323
A

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

字幕付き

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

コウト、イルジー ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

コウト、イルジー ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

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

モラヴェツ、イヴァン(pf.)

1997/05/28 NHKホール
#1324
B

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

1997/06/07 NHKホール
#1325
C

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

1997/06/07 NHKホール
#1325
C

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

1997/06/07 NHKホール
#1325
C

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

1997/06/12 NHKホール
#1326
A

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

グラフェナウアー、イレナ(fl.)

1997/06/12 NHKホール
#1326
A

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1997/06/18 NHKホール
#1327
B

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

メンデルスゾーン没後150年

1997/06/18 NHKホール
#1327
B

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

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

メンデルスゾーン没後150年

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

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

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

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

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



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

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

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

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

戸田弥生(vln.)

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

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

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

堀正文(vln.) N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

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

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

1997/07/31 NHKホール ヤング、シモーネ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

N響「夏」'97～ドイツロマンの森の音楽～

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

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

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

1997/08/19 サントリーホール フォスター、ローレンス シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

サントリーホール定期演奏会1997-4

1997/09/06 NHKホール
#1328
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.)

1997/09/06? NHKホール
#1328
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31

1997/09/06? NHKホール
#1328
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1997/09/11 NHKホール
#1329
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

1997/09/17 NHKホール
#1330
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

グラズノフ 叙情的な詩 作品12

1997/09/17 NHKホール
#1330
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 諏訪内晶子(vln.)

1997/09/17 NHKホール
#1330
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版)
プログラム挟み込みによると「指揮者ス
ヴェトラーノフの都合で、1945年版を使用
することになりました」

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲 長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ シベリウス クオレマ 作品44：悲しいワルツ 長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ グリーグ
組曲「十字軍の兵士シグール」 作品56：勝利を
たたえる行進曲

長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a：花のワ
ルツ

長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：道化師の踊り 長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ ファリャ
歌劇「はかない人生」：間奏曲 /
スペイン舞曲

長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ アンダソン トランペット吹きのこもり歌 長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ エルガー 愛のあいさつ 作品12 長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲 長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437 長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」：序曲 長野オリンピック

1997/10/05
長野県県民文化会
館

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(1世) ラデツキー行進曲 作品228 長野オリンピック

1997/10/18 NHKホール
#1331
C

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

1997/10/18 NHKホール
#1331
C

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

1997/10/23 NHKホール
#1332
A

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

1997/10/23 NHKホール
#1332
A

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

1997/10/23 NHKホール
#1332
A

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

キタエンコ、ドミートリ ペルト ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

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

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

キタエンコ、ドミートリ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト イタリア風序曲 ニ長調 D.590 シューベルト生誕200年

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト イタリア風序曲 ハ長調 作品170 D.591 シューベルト生誕200年

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト(ブラームス) メムノン 作品6-1 D.541 ハンプソン、トーマス(br.) シューベルト生誕200年

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト(ブラームス) 馭者クロノスに 作品19-1 D.369 ハンプソン、トーマス(br.) シューベルト生誕200年



1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト(ブラームス) ひめごと 作品14-2 D.719 ハンプソン、トーマス(br.) シューベルト生誕200年

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト(ブラームス) 老人の歌 作品60-1 D.778 ハンプソン、トーマス(br.) シューベルト生誕200年

1997/11/08 NHKホール
#1334
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 シューベルト生誕200年

1997/11/13 NHKホール
#1335
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス ドイツ･レクイエム 作品45
カウフマン、ジュリー(sop.)/ハンプソ
ン、トーマス(br.)/東京芸術大学
(chor.)

ブラームス没後100年

1997/11/19 NHKホール
#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

メンデルスゾーン没後150年

1997/11/19 NHKホール
#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

1997/11/19 NHKホール
#1336
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

メンデルスゾーン没後150年

1997/12/06 NHKホール
#1337
C

デュトワ、シャルル ラヴェル 海原の小舟

1997/12/06 NHKホール
#1337
C

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

1997/12/06 NHKホール
#1337
C

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

1997/12/11 NHKホール
#1338
A

デュトワ、シャルル 西村朗 光の雅歌 チャン、ハンナ(vlc.)

1997/12/11 NHKホール
#1338
A

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

1997/12/11 NHKホール
#1338
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

デュトワ、シャルル バルトーク バレエ組曲

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

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

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

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

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

1997/12/22 NHKホール デュトワ、シャルル ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/寺谷千枝子(alt.)/
ブロホヴィッツ、ハンス・ペーター
(ten.)/ルントグルン、ベングト(br.)/国
立音楽大学(chor.)

1998/01/08 NHKホール
#1340
A

ドレヴァンツ、ハンス ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1998/01/08 NHKホール
#1340
A

ドレヴァンツ、ハンス モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

藤川真弓(vln.)

1998/01/08 NHKホール
#1340
A

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

1998/01/16 NHKホール
#1341
C

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第10番

1998/01/16 NHKホール
#1341
C

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

1998/01/21 NHKホール
#1342
B

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

1998/01/21 NHKホール
#1342
B

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

1998/01/21 NHKホール
#1342
B

ドレヴァンツ、ハンス ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1998/02/07 NHKホール
#1343
C

シュタイン、ホルスト バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 テツラフ、クリスティアン(vln.)

1998/02/07 NHKホール
#1343
C

シュタイン、ホルスト リスト
レーナウのファウストによる2つのエピソード：村
の居酒屋の踊 り(メフィストワルツ)

1998/02/07 NHKホール
#1343
C

シュタイン、ホルスト リスト 交響詩「レ・プレリュード」

1998/02/12 NHKホール
#1344
A

シュタイン、ホルスト シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

1998/02/12 NHKホール
#1344
A

シュタイン、ホルスト グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 フォークト、ラルス(pf.)

1998/02/12 NHKホール
#1344
A

シュタイン、ホルスト グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40

1998/02/12 NHKホール
#1344
A

シュタイン、ホルスト シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

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

1998/03/18 サントリーホール デュトワ、シャルル プロコフィエフ

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

サントリーホール定期演奏会

1998/03/27,28 NHKホール
#1346
C

デュトワ、シャルル ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

1998/03/27,28 NHKホール
#1346
C

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

1998/03/27,28 NHKホール
#1346
C

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

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

デュトワ、シャルル ドビュッシー(ビュセール) 小組曲

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 ジョセフォヴィッツ、リーラ(vln.)

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

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

1998/04/08 NHKホール
#1348
B

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

メシアン生誕90年

1998/04/18 NHKホール
#1349
C

シルマー、ウルフ モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 世界の若手指揮者たち

1998/04/18 NHKホール
#1349
C

シルマー、ウルフ サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 コラール、ジャン・フィリップ(pf.) 世界の若手指揮者たち



1998/04/18 NHKホール
#1349
C

シルマー、ウルフ シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53 世界の若手指揮者たち

1998/04/23 NHKホール
#1350
A

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

1998/04/23 NHKホール
#1350
A

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

ケフェレック、アンヌ(pf.) 世界の若手指揮者たち

1998/04/23 NHKホール
#1350
A

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

1998/04/29 NHKホール
#1351
B

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

1998/04/29 NHKホール
#1351
B

メルクル、準 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 コワセヴィチ、スティーヴン(pf.) 世界の若手指揮者たち

1998/04/29 NHKホール
#1351
B

メルクル、準 ブラームス(シェーンベルク) ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25 世界の若手指揮者たち

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

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

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

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

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

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

プレヴィン、アンドレ(pf.)

1998/05/09 NHKホール
#1352
C

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

1998/05/14 NHKホール
#1353
A

プレヴィン、アンドレ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

1998/05/14 NHKホール
#1353
A

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

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

プレヴィン、アンドレ 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙)

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

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

アレキサンダー、ロバータ(sop.)
/プレヴィン、アンドレ(pf.)

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

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

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

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

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

1998/06/13 NHKホール
#1355
C

ワルベルク、ハインツ シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

1998/06/13 NHKホール
#1355
C

ワルベルク、ハインツ ブルッフ スコットランド幻想曲 作品46 シャハム、ギル(vln.)

1998/06/13 NHKホール
#1355
C

ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1998/06/18 NHKホール
#1356
A

ワルベルク、ハインツ スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」：序曲

1998/06/18 NHKホール
#1356
A

ワルベルク、ハインツ サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1998/06/18 NHKホール
#1356
A

ワルベルク、ハインツ ブルッフ コル・ニドライ作品47 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1998/06/18 NHKホール
#1356
A

ワルベルク、ハインツ フランク 交響曲 ニ短調

1998/06/24 NHKホール
#1357
B

ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1998/06/24 NHKホール
#1357
B

ワルベルク、ハインツ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調
K.453

ヘブラー、イングリート(pf.)

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー アンダンテ・カンタービレ
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ
ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

交響詩「はげ山の一夜」
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ ボロディン(サージェント) 弦楽四重奏曲 第2番：第3楽章
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品 20：ワルツ / 情景
/ 白鳥の踊り/ 情景 / ハンガリーの踊り/ 情景
/ 終曲

N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

1998/07/22 サントリーホール シモノフ、ユーリ チャイコフスキー（南安雄） ただあこがれを知る者だけが
N響「夏」'98第1夜～ロシア母なる大地の
調べ～

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

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

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

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

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

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

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

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

1998/07/31 サントリーホール フィッシャー、イヴァン シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
N響「夏」'98第2夜～オーストリア＝ハンガ
リー香しきハーモニー～



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

1998/09/09 サントリーホール
#1359
B

チョン、ミョンフン メシアン 忘れられたささげもの

1998/09/09 サントリーホール
#1359
B

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

1998/09/09 サントリーホール
#1359
B

チョン、ミョンフン チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1998/09/18 NHKホール
#1360
C

ヤノフスキ、マレク バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

1998/09/18 NHKホール
#1360
C

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

マイア、ザビーネ(bassetcl.)

1998/09/18 NHKホール
#1360
C

ヤノフスキ、マレク ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

ヤノフスキ、マレク ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」：序曲 オーチャード定期

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

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

オーチャード定期

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

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

1998/09/26
Bunkamura オー
チャードホール

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

1998/10/03 NHKホール #1361
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364
堀米ゆず子(vln.)/今井信子
(vla.)

1998/10/03 NHKホール #1361
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 (1873年稿ノヴァーク版)

1998/10/08 NHKホール #1362
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

バッハ、J.S. ミサ曲 ロ短調 BWV232

菅英三子(sop.)/ダンツ、インゲボル
ク(alt.)/吉田浩之(ten.)/妻屋秀和
(bs.)/スウェーデン放送合唱団
(chor.)

首席指揮者：トヌ・カリユステTõnuKaljuste

1998/10/14 サントリーホール
#1363
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
ノットゥルノ 第1番 ハ長調
Hob.II-31

1998/10/14 サントリーホール
#1363
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルク ヴァイオリン協奏曲 ツェートマイアー、トーマス(vln.)

1998/10/14 サントリーホール
#1363
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン 交響曲 第3番 作品27 「広がり」 松田昌恵(sop.)/三原剛(ten.)

1998/10/28
大分県立総合文化
センター

高関健 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1998/10/28
大分県立総合文化
センター

高関健 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 パスキエ、レジス(vln.)

1998/10/28
大分県立総合文化
センター

高関健 シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

1998/11/05 NHKホール
#1364
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115 オール・シューマン・プログラム

1998/11/05 NHKホール
#1364
A

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 (1841年第1稿) オール・シューマン・プログラム

1998/11/05 NHKホール
#1364
A

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 オール・シューマン・プログラム

1998/11/11 サントリーホール
#1365
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 オール・シューマン・プログラム

1998/11/11 サントリーホール
#1365
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 ブロンフマン、イェフィム(pf.) オール・シューマン・プログラム

1998/11/11 サントリーホール
#1365
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」 オール・シューマン・プログラム

1998/11/20 NHKホール
#1366
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 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

1998/11/20 NHKホール
#1366
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 チェロ協奏曲 イ短調 作品129 ブルネルロ、マリオ(vlc.)

1998/11/20 NHKホール
#1366
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3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1998/11/24
Bunkamura オー
チャードホール

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「ヘルマンとドロテア」 作品136 オーチャード定期

1998/11/24
Bunkamura オー
チャードホール

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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
松﨑裕(hrn.)/樋口哲生(hrn.)/大野
良雄(hrn.)/一色隆雄(hrn.)

オーチャード定期

1998/11/24
Bunkamura オー
チャードホール

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 オーチャード定期

1998/11/24
Bunkamura オー
チャードホール

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 オーチャード定期

1998/11/28 世紀劇院 デュトワ、シャルル チェン･イー 歌墟 (アンティフォニー)
中国公演(TV収録有)
日中平和友好条約締結20周年

1998/11/28 世紀劇院 デュトワ、シャルル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 小山実稚恵(pf.)
中国公演(TV収録有)
日中平和友好条約締結20周年

1998/11/28 世紀劇院 デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

小山京子(pf.)
中国公演(TV収録有)
日中平和友好条約締結20周年

1998/12/03 NHKホール
#1367
A

デュトワ、シャルル チェン･イー 歌墟 (アンティフォニー) 中国公演プログラム

1998/12/03 NHKホール
#1367
A

デュトワ、シャルル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 小山実稚恵(pf.) 中国公演プログラム

1998/12/03 NHKホール
#1367
A

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

小山京子(pf.) 中国公演プログラム

1998/12/09 サントリーホール
#1368
B

デュトワ、シャルル ラヴェル スペイン狂詩曲

1998/12/09 サントリーホール
#1368
B

デュトワ、シャルル リーバーマン、L. フルート協奏曲 作品39 ハッチンス、ティモシー(fl.)

1998/12/09 サントリーホール
#1368
B

デュトワ、シャルル シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1998/12/19 NHKホール
#1369
C

デュトワ、シャルル ファリャ
歌劇「はかない人生」：間奏曲 /
スペイン舞曲

1998/12/19 NHKホール
#1369
C

デュトワ、シャルル ドビュッシー カンタータ「選ばれた乙女」
釜洞祐子(sop.)/加納悦子
(mez.sop.)/二期会合唱団
(femalechor.)

合唱指導：三澤洋史



1998/12/19 NHKホール
#1369
C

デュトワ、シャルル グリーグ
劇音楽「ペール・ギュント」 作品
23

林隆三(narr.)/釜洞祐子(ソルヴェイ
グ&山羊追いの娘)/平松英子(山羊
追いの娘II)/加納悦子(アニトラ&山
羊追いの娘
III)/二期会合唱団(chor.)

字幕つき
合唱指導：三澤洋史

1998/12/23 NHKホール コウト、イルジー 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 ワトソン、リンダ(sop.)

1998/12/23 NHKホール コウト、イルジー 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」

国立音楽大学(chor.)

1998/12/23 NHKホール コウト、イルジー ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ワトソン、リンダ(sop.)/寺谷千枝子
(alt.)/シャシング、ルドルフ(ten.)/ウ
ルセン、フルーデ(br.)
/国立音楽大学(chor.)

1999/01/21 NHKホール
#1370
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 作品35 クルカ、コンスタンティ(vln.) ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

1999/01/21 NHKホール
#1370
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

1999/01/27 サントリーホール
#1371
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン(ワインガルト
ナー)

大フーガ 変ロ長調 作品133 ワインガルトナーによる弦楽合奏版

1999/01/27 サントリーホール
#1371
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ダヴィドヴィチ、ベラ(pf.)

1999/01/27 サントリーホール
#1371
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ルトスワフスキ オーケストラのための協奏曲

1999/02/06 NHKホール
#1372
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

パヌフニク ノクターン (1947/1955) ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

1999/02/06 NHKホール
#1372
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 オールソン、ギャリック(pf.) ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

1999/02/06 NHKホール
#1372
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ～ショパン没後150年とポーランド音楽～

1999/02/11 NHKホール
#1373
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1999/02/17 サントリーホール
#1374
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 ペトロフ、ニコライ(pf.)

1999/02/17 サントリーホール
#1374
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

スヴェトラーノフ 詩曲～ダヴィート・オイストラフの想い出に～ 加藤知子(vln.)

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

歌劇「ボリス・ゴドノフ」：序奏 /
ポロネーズ

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1999/04/02 NHKホール
#1376
C

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー
バレエ音楽「妖精のくちづけ」から 交響組曲
「ディヴェルティメント」

1999/04/02 NHKホール
#1376
C

デュトワ、シャルル プーランク 2台のピアノのための協奏曲 児玉麻里(pf.)/児玉桃(pf.)

1999/04/02 NHKホール
#1376
C

デュトワ、シャルル ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

1999/04/02 NHKホール
#1376
C

デュトワ、シャルル ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

1999/04/08 NHKホール
#1377
A

デュトワ、シャルル バッハ、J.S.(ストコフスキー)
トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

1999/04/08 NHKホール
#1377
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ジュイエ、シャンタル(vln.)

1999/04/08 NHKホール
#1377
A

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1999/04/14 サントリーホール
#1378
B

デュトワ、シャルル グバイドゥーリナ
イン・ザ・シャドー・オブ・ザ・トゥリー～3つの筝と
琴のための～

沢井一恵(箏&十七弦&ツェン)
N響委嘱世界初演
アメリカ公演プログラム

1999/04/14 サントリーホール
#1378
B

デュトワ、シャルル バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 渡辺玲子(vln.) アメリカ公演プログラム

1999/04/14 サントリーホール
#1378
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100 アメリカ公演プログラム

1999/05/13 NHKホール
#1379
A

プレヴィン、アンドレ ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1999/05/13 NHKホール
#1379
A

プレヴィン、アンドレ ブリテン 春の交響曲 作品44

グリーナヴァルト、シェリー(sop.)/ア
レキサンダー、ロバータ(mez.sop.)/
グリフィー、アンソニー(ten.)/東京少
年少女合唱隊(boyschor.)/東京芸術
大学(chor.)

合唱指導：長谷川冴子(東京少年少女合
唱隊)/田中信昭(東京芸術大学)

1999/05/19 サントリーホール
#1380
B

プレヴィン、アンドレ プレヴィン ハニー・アンド・ルー
プレヴィン、アンドレ(pf.)/大坂昌彦
(drums)/佐瀬正(bass)

詩：トニ・モリスン

1999/05/19 サントリーホール
#1380
B

プレヴィン、アンドレ プレヴィン ヴォカリーズ ブラックウェル、ハロリン(sop.)

1999/05/19 サントリーホール
#1380
B

プレヴィン、アンドレ ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲 第5番 ニ短調

1999/05/29 NHKホール
#1381
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.251

1999/05/29 NHKホール
#1381
C

プレヴィン、アンドレ 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.)

1999/05/29 NHKホール
#1381
C

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 池辺晋一郎 悲しみの森

1999年第47回尾高賞受賞
MusicTomorrow1999
プレトーク(18:20～)：三善晃/池辺普一郎/
楢崎洋子(司会)

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 リーバーマン、L. フルートとハープのための協奏曲 作品48 工藤重典(fl.)/早川りさこ(hrp.)
日本初演
MusicTomorrow1999プレトーク(18:20～)：
三善晃/池辺普一郎/楢崎洋子(司会)



1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 三善晃 焉歌・波摘み

1999年第47回尾高賞受賞
MusicTomorrow1999
プレトーク(18:20～)：三善晃/池辺普一郎/
楢崎洋子(司会)

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 池辺晋一郎 シンフォニー VII 「一滴の共感 へ」
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow1999プレトーク(18:20～)：
三善晃/池辺普一郎/楢崎洋子(司会)

1999/06/10 NHKホール
#1382
A

大植英次 糀場富美子 広島レクイエム
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/10 NHKホール
#1382
A

大植英次 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 モラヴェツ、イヴァン(pf.)
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ
RichardGoodeが病気のためソリスト変更

1999/06/10 NHKホール
#1382
A

大植英次 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/16 サントリーホール
#1383
B

上岡敏之 メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」 作品27
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/16 サントリーホール
#1383
B

上岡敏之 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ベロフ、ミシェル(pf.)

海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ
PeterJablonski(pf.)が急病のためピアニス
ト変更

1999/06/16 サントリーホール
#1383
B

上岡敏之 ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/26 NHKホール
#1384
C

大勝秀也 ステンハンマル 交響的序曲「エクセルシオール！」 作品13
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/26 NHKホール
#1384
C

大勝秀也 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 リン、チョーリャン(vln.)
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/26 NHKホール
#1384
C

大勝秀也
シュトラウス、リヒャルト(ロ
ジンスキー)

組曲「ばらの騎士」
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/07/01 東京オペラシティ ギルバート、アラン ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第90番 ハ長調 Hob.I-90
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時

1999/07/01 東京オペラシティ ギルバート、アラン 西村朗
アルト・サクソフォン協奏曲 「エ シ・イン・アニマ
(魂の内なる存 在)」

須川展也(sax.)

東京オペラシティ文化財団(TOOCCF)委嘱
世界初演
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時

1999/07/01 東京オペラシティ ギルバート、アラン コープランド 静かな町
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時

1999/07/01 東京オペラシティ ギルバート、アラン メシアン ミのための詩 浜田理恵(sop.)
オーケストラ版日本初演
TAKEMITSUMEMORIAL
TIME－日本のオーケストラの時

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲 N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」 作品21 / 作品61：序曲 / スケル
ツォ/ 間奏曲 / 夜想曲 / 結婚行進曲

N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」 N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

1999/07/28
すみだトリフォニー
ホール

フィオレ、ジョン グリーグ
ペールギュント「ペール・ギュント」組曲 第1番 作
品46：山の王の宮殿で

N響「夏」'99～おとぎの国の音楽～

1999/08/30
愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ 池辺晋一郎 空海の谺 NHK松山放送局委嘱

1999/08/30
愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 奥村智洋(vln.)

1999/08/30
愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1999/08/30
愛媛県県民文化会
館

シモノフ、ユーリ ショスタコーヴィチ 映画「馬あぶ」：ロマンス

1999/09/08 サントリーホール
#1385
B

デュトワ、シャルル プーランク ロカマドゥールの黒衣の聖母への連祷
スウェーデン放送合唱団
(femalechor.)

合唱指導：ステファン・パルクマン

1999/09/08 サントリーホール
#1385
B

デュトワ、シャルル デュリュフレ レクイエム 作品9
加納悦子(mez.sop.)/直野資
(br.)/小林英之(org.)/

合唱指導：ステファン・パルクマン

1999/09/08 サントリーホール
#1385
B

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 小林英之(org.)

1999/09/16 NHKホール
#1386
A

デュトワ、シャルル プーランク テネブレのつのレスポンソリウム
中村智子(sop.)/スウェーデン放送合
唱団(chor.)

合唱指導：ステファン・パルクマン

1999/09/16 NHKホール
#1386
A

デュトワ、シャルル ロッシーニ 悲しみの聖母

中村智子(sop.)/小山由美
(mez.sop.)/ラヴェンダー、ジャスティ
ン(ten.)/妻屋秀和(bs.)/スウェーデン
放送合唱団(chor.)

合唱指導：ステファン・パルクマン

1999/09/24 NHKホール
#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル
シューベルト
(ウェーベルン)

6 つのドイツ舞曲 D.820

1999/09/24 NHKホール
#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル シェーンベルク 清められた夜 作品4

1999/09/24 NHKホール
#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 梯剛之(pf.)

1999/09/24 NHKホール
#1387
C

クリヴィヌ、エマニュエル メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1999/10/07 NHKホール
#1388
A

コウト、イルジー 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
～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更

1999/10/07 NHKホール
#1388
A

コウト、イルジー シュトラウス、リヒャルト
歌劇「エレクトラ」 作品58：ひとりだ、何と悲しいこ
と

シュナウト、ガブリエーレ(sop.)
～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更

1999/10/07 NHKホール
#1388
A

コウト、イルジー ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：夜明け / ジークフリー
トのラインの旅
/ジークフリートの葬送行進曲 / ラインの岸にた
きぎの山を積み あげよ

シュナウト、ガブリエーレ(sop.)
～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更

1999/10/13 サントリーホール
#1389
B

コウト、イルジー 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
～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更



1999/10/13 サントリーホール
#1389
B

コウト、イルジー シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24
～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更

1999/10/13 サントリーホール
#1389
B

コウト、イルジー シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
シュタルケル、ヤノーシュ(vlc.)/
店村眞積(vla.)

～R.シュトラウス没後50年～指揮は
HorstSteinが予定されていたが、病気のた
め変更

1999/10/23 NHKホール
#1390
C

コウト、イルジー ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 園田高弘(pf.)
指揮はHorstSteinが予定されていたが、病
気のため変更

1999/10/23 NHKホール
#1390
C

コウト、イルジー ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
指揮はHorstSteinが予定されていたが、病
気のため変更

1999/11/04 NHKホール
#1391
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「ドン・フアン」 作品20 ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/04 NHKホール
#1391
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
歌劇「インテルメッツォ」から 4つの交響的間奏
曲：旅行前の騒動とワルツの情景

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/04 NHKホール
#1391
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「英雄の生涯」 作品40 (原典版) ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/10 サントリーホール
#1392
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 ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/10 サントリーホール
#1392
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 ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 作品86 松﨑裕(hrn.) ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/10 サントリーホール
#1392
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「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19 NHKホール
#1393
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「マクベス」 作品23 ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19 NHKホール
#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品33：賛歌 ハンプソン、トーマス(br.) ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19 NHKホール
#1393
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 ノットゥルノ 作品44-1 ハンプソン、トーマス(br.) ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19 NHKホール
#1393
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品33：巡礼の朝の歌 ハンプソン、トーマス(br.) ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19 NHKホール
#1393
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 夜のさすらい 作品44-2 ハンプソン、トーマス(br.) ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/19 NHKホール
#1393
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 ～R.シュトラウス没後50年～

1999/11/26 NHKホール
#1394
A

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1999/11/26 NHKホール
#1394
A

デュトワ、シャルル タン、ドゥン 「門」オーケストラル・シアターIV

シ・ミン(京劇)/ランディー、ナンシー・
アレン(sop.)/辻村寿三郎(人形)/川
崎員奥(人形)/阿部寿美子(人形の
声)

演出助手：飯塚励生
舞台監督：本城繁治
照明デザイン：岡田一雄
ビデオ・アート・ディレクター：エレーヌ・J.
マッカーシー
アシスタント・ビデオ・アート・ディレクター：
ジェニー・リー
字幕：平野さゆり

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル ヒナステラ バレエ組曲「エスタンシア」 作品8a

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル モンサルヴァーチェ 5つの黒人の歌 浜田理恵(sop.)

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル ピアソラ バンドネオン協奏曲 ビネリ、ダニエル(bandneón)

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル ヴィラ･ローボス ブラジル風のバッハ 第5番 浜田理恵(sop.)

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル ピアソラ アディオス・ノニーノ ビネリ、ダニエル(bandneón)

1999/12/01 サントリーホール
#1395
B

デュトワ、シャルル ラヴェル ボレロ

1999/12/11 NHKホール
#1396
C

デュトワ、シャルル 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」 アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

1999/12/11 NHKホール
#1396
C

デュトワ、シャルル シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

1999/12/19 NHKホール デュトワ、シャルル ダルラピッコラ 囚われびと

ブリン・ジョンソン、フィリス(母)/ピット
マン・ジェニングス、デイヴィッド(囚
人)/ハスキン、ハワード(看守・異端
宗教裁判長)
/二期会合唱団(chor.)

演出：高島勲
美術：ハニング・フォン・ギールケ

1999/12/19 NHKホール デュトワ、シャルル フォーレ レクイエム 作品48
中嶋彰子(sop.)/ピットマン、ジェニン
グス、デイヴィッド(br.)/二期会合唱
団e(chor.)

1999/12/23 NHKホール メルクル、準 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

尾畑真知子(sop.)/小山由美(alt.)/市
原多朗(ten.)/妻屋秀和(br.)/国立音
楽大学(chor.)


