
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン リゲティ アトモスフェール

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番 パウク、ジェルジ(vln.)

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン バルトーク ラプソディ 第1番 パウク、ジェルジ(vln.)

2000/01/20 NHKホール
#1397
A

フィッシャー、イヴァン ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

2000/01/26 サントリーホール
#1398
B

フィッシャー、イヴァン マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

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11番 / 第4番

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス(ドヴォルザーク) ハンガリー舞曲：第21番
ドヴォルザークの管弦楽編曲にI.フィッ
シャーが手を入れたヴァージョンが演奏さ
れた

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ブラームス
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短
調 作品102

エーネス、ジェームズ(vln.)/ペレー
ニ、ミクローシュ(vlc.)

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン 猿谷紀郎 FLAIR of the SEEDS

2000/02/05 NHKホール
#1399
C

フィッシャー、イヴァン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2000/02/10 NHKホール
#1400
A

スラットキン、レナード
アイヴス(シューマン、ウィリ
アム)

アメリカ変奏曲 作品3

2000/02/10 NHKホール
#1400
A

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 フランク、パメラ(vln.)

2000/02/10 NHKホール
#1400
A

スラットキン、レナード コープランド 交響曲 第3番

2000/02/16 サントリーホール
#1401
B

スラットキン、レナード ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲

2000/02/16 サントリーホール
#1401
B

スラットキン、レナード バーバー ピアノ協奏曲 作品38 ブラウニング、ジョン(pf.)

2000/02/16 サントリーホール
#1401
B

スラットキン、レナード ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2000/02/26 NHKホール
#1402
C

スラットキン、レナード ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

2000/02/26 NHKホール
#1402
C

スラットキン、レナード バーバー チェロ協奏曲 作品22 イッサーリス、スティーヴン(vlc.)

2000/02/26 NHKホール
#1402
C

スラットキン、レナード チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2000/04/06 NHKホール
#1403
A

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
小畑真知子(sop.)/寺谷千枝子
(mez.sop.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/佐藤公孝

2000/04/12 サントリーホール
#1404
B

インバル、エリアフ
ムソルグスキー
(ショスタコーヴィチ)

歌劇「ホヴァンシチナ」：前奏曲
「モスクワ川の夜明け」

2000/04/12 サントリーホール
#1404
B

インバル、エリアフ 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 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

2000/04/12 サントリーホール
#1404
B

インバル、エリアフ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2000/04/22 NHKホール
#1405
C

インバル、エリアフ ストラヴィンスキー 組曲 第2番

2000/04/22 NHKホール
#1405
C

インバル、エリアフ
ムソルグスキー
(ショスタコーヴィチ)

歌曲集「死の歌と踊り」
アレクサーシキン、セルゲイ
(br.)

2000/04/22 NHKホール
#1405
C

インバル、エリアフ ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン ビゼー 歌劇「カルメン」：前奏曲 NHK放送75周年事業

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン サン・サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28 樫本大進(vln.) NHK放送75周年事業

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン ブルッフ コル・ニドライ作品47 ワン、ジャン(vlc.) NHK放送75周年事業

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン ヴェルディ 歌劇「椿姫」：ああ、そはかの人か―花から花へ ジョー、スミ(sop.) NHK放送75周年事業

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン グノー 歌劇「ロメオとジュリエット」：私は夢に生きたい ジョー、スミ(sop.) NHK放送75周年事業

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 NHK放送75周年事業

2000/05/06 NHKホール チョン、ミョンフン ブラームス ハンガリー舞曲：第1番 NHK放送75周年事業

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第93番 ニ長調 Hob.I-93

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド ヴァレーズ 積分 (アンテグラル)

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド モーツァルト、W.A. モテット「踊れ、喜べ、幸いな魂よ」 K.165 森麻季(sop.)

2000/05/12 NHKホール
#1406
C

ロバートソン、デーヴィッド バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19

2000/05/17 サントリーホール
#1407
B

ロバートソン、デーヴィッド シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

2000/05/17 サントリーホール
#1407
B

ロバートソン、デーヴィッド シュニトケ ヴァイオリン協奏曲 第4番 諏訪内晶子(vln.)

2000/05/17 サントリーホール
#1407
B

ロバートソン、デーヴィッド ヤナーチェク シンフォニエッタ

2000/05/25 NHKホール
#1408
A

朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ハース版)

2000/06/08 NHKホール
#1409
A

ギルバート、アラン 北爪道夫 始まりの海から 新星日本交響楽団委嘱

2000/06/08 NHKホール
#1409
A

ギルバート、アラン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 ワッツ、アンドレ(pf.)

2000/06/08 NHKホール
#1409
A

ギルバート、アラン ステンハンマル セレナード ヘ長調 作品31

2000/06/14 サントリーホール
#1410
B

デュトワ、シャルル プーランク オルガン、弦楽器、ティンパニのための協奏曲 エスピナス、フランソワ(org.)

2000/06/14 サントリーホール
#1410
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー 夜想曲 東京混声合唱団(femalechor.) 合唱指導：岩村力

2000/06/14 サントリーホール
#1410
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 交響曲 第3番 ハ短調 作品44

2000/06/18 サントリーホール 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 岩谷産業70周年記念

2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

児玉桃(pf.) 岩谷産業70周年記念



2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル 成田為三(西村朗) 浜辺の歌 岩谷産業70周年記念

2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル 杉山長谷夫西村朗) 出船 岩谷産業70周年記念

2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール 岩谷産業70周年記念

2000/06/18 サントリーホール デュトワ、シャルル ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 岩谷産業70周年記念

2000/06/24 NHKホール
#1411
C

デュトワ、シャルル 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 柿堺香(尺八)/中村鶴城(琵琶)
横山勝也(尺八)は健康上の理由により演
奏者変更

2000/06/24 NHKホール
#1411
C

デュトワ、シャルル バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 ヘフリガー、アンドレアス(pf.)

2000/06/24 NHKホール
#1411
C

デュトワ、シャルル ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス ケウリス ムーヴメント

日本初演
MusicTomorrow2000プレトーク(18:20～)：
外山雄三/藤家溪子/西村朗/長木誠司
(司会)

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 外山雄三 交響曲 第2番

2000年第48回尾高賞受賞
MusicTomorrow2000
プレトーク(18:20～)：外山雄三/藤家溪子/
西村朗/長木誠司(司会)

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 藤家溪子 ギター協奏曲 第2番「恋すてふ」 山下和仁(guit.)

2000年第48回尾高賞受賞
MusicTomorrow2000
プレトーク(18:20～)：外山雄三/藤家溪子/
西村朗/長木誠司(司会)

2000/06/29 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 西村朗 光と影の旋律

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2000プレトーク(18:20～)：
外山雄三/藤家溪子/西村朗/長木誠司
(司会)

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46 N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 東誠三(pf.) N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26 N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥 N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2000/07/28 東京文化会館 オラモ、サカリ シベリウス 組曲「カレリア」 作品11 N響「夏」2000～北欧・伝説の国～

2000/08/25 東京文化会館 デュトワ、シャルル ウィリアムズ、ジョン
映画「スターウォーズ」から ファントム・メナス組
曲

「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサートNHK放送75周年事業

2000/08/25 東京文化会館 デュトワ、シャルル ガーシュウィン(ベネット) 交響絵画「ポーギーとベス」
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサートNHK放送75周年事業

2000/08/25 東京文化会館 デュトワ、シャルル ルッソ ストリート・ミュージック (ブルース協奏曲)作品65

シーゲル、コーキー(harmonica
&pf.)/蠣崎耕三(ob.)/加藤明久(cl.)/
岡崎耕治(fg.)/関山幸弘(trp.)/栗田
雅勝(trb.)/植松透(perc.)/山口裕之
(vln.)/藤森亮一(vlc.)/吉田秀(cb.)

「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサートNHK放送75周年事業

2000/09/20 サントリーホール
#1412
B

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 樫本大進(vln.)

2000/09/20 サントリーホール
#1412
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2000/09/28 NHKホール
#1413
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2000/10/06 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：情景「クラ
ラとくるみ割り人形」 / 情景「くるみ割り人形と ね
ずみの王様」 / 情景「松林で」
/ 雪のワルツ

東京少年少女合唱隊
(boys&girlschor.)

『フィルハーモニー』2000/2001vol.2』83
頁、「お知らせ」に「第2場(情景「松林で」～
雪のワルツ)には児童合唱が入りました」と
記載されている

2000/10/06 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー
バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：情景 (第1曲) /
ワルツ / 白鳥の踊り

2000/10/06 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー
バレエ組曲「眠りの森の美女」：序奏 / リラの精
/ パ・ダクシオン
/ パノラマ / ワルツ

2000/10/07 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：情景「クラ
ラとくるみ割り人形」 / 情景「くるみ割り人形と ね
ずみの王様」 / 情景「松林で」
/ 雪のワルツ

東京少年少女合唱隊
(boys&girlschor.)

『フィルハーモニー』2000/2001vol.2』83
頁、「お知らせ」に「第2場(情景「松林で」～
雪のワルツ)には児童合唱が入りました」と
記載されている

2000/10/07 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー
バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：情景 (第1曲) /
ワルツ / 白鳥の踊り

2000/10/07 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

チャイコフスキー
バレエ組曲「眠りの森の美女」：序奏 / リラの精
/ パ・ダクシオン
/ パノラマ / ワルツ

2000/10/07 NHKホール
#1414
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

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幕の
パ・ド・ドゥ

2000/10/19 NHKホール
#1415
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラウタヴァーラ ピアノ協奏曲 第3番 「夢の贈り物」
アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

アシュケナージ委嘱
日本初演

2000/10/19 NHKホール
#1415
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ
交響曲 第13番 変ロ短調 作品113 「バビ・ヤー
ル」

コプチャーク、セルゲイ(br.)/二期会
合唱団(malechor.)

合唱指導：江上孝則

2000/10/25 サントリーホール
#1416
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2000/10/25 サントリーホール
#1416
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

2000/11/03 NHKホール
#1417
C

朝比奈隆 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)

2000/11/09 NHKホール
#1418
A

クリヴィヌ、エマニュエル メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

指揮者はデーヴィッド・ジンマンから変更

2000/11/09 NHKホール
#1418
A

クリヴィヌ、エマニュエル エルガー 海の絵 作品37
シュトゥッツマン、ナタリー
(contralt.)

指揮者はデーヴィッド・ジンマンから変更

2000/11/09 NHKホール
#1418
A

クリヴィヌ、エマニュエル ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 指揮者はデーヴィッド・ジンマンから変更

2000/11/17 NHKホール
#1419
C

デルフス、アンドレアス ペルト フラトレス

2000/11/17 NHKホール
#1419
C

デルフス、アンドレアス シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

2000/11/17 NHKホール
#1419
C

デルフス、アンドレアス バルトーク オーケストラのための協奏曲

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー
ムソルグスキー(ストコフス
キー)

歌劇「ホヴァンシチナ」：第4幕への間奏曲



2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー ベルク ヴァイオリン協奏曲 シャハム、ギル(vln.)

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー 近藤譲 桑 サウスバンク・センター委嘱

2000/11/22 サントリーホール
#1420
B

ナッセン、オリヴァー
ムソルグスキー(ストコフス
キー)

組曲「展覧会の絵」

2000/11/30 NHKホール
#1421
A

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

2000/11/30 NHKホール
#1421
A

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 組曲「町人貴族」 作品60

2000/11/30 NHKホール
#1421
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」

2000/12/06 サントリーホール
#1422
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2000/12/06 サントリーホール
#1422
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

2000/12/06 サントリーホール
#1422
B

デュトワ、シャルル ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 モルク、トルルス(vlc.)

2000/12/16 NHKホール
#1423
C

デュトワ、シャルル ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

2000/12/16 NHKホール
#1423
C

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 カヴァコス、レオニダス(vln.)

2000/12/16 NHKホール
#1423
C

デュトワ、シャルル エルガー 変奏曲「謎」 作品36

2000/12/23 NHKホール
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9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中村智子(sop.)/片桐仁美(alt.)
/ハイルマン、ウーヴェ(ten.)/直野資
(br.)/国立音楽大学(chor.)

2001/01/11 NHKホール
#1424
A

メルクル、準 ヘンツェ 歌劇「ヴィーナスとアドニス」 (演奏会形式)

スピネッティ、シャロン(sop.)/メリッ
ト、クリス(ten.)/マルムベリィ、ウルバ
ン(br.)/二期会合唱団メンバー
(madrigalists)

バイエルン州立歌劇場委嘱
日本初演創立75周年記念
合唱指導：岩村力
振付：田中泯
舞踏：田中泯/桃花村
字幕・対訳：岩下眞好

2001/01/17 サントリーホール
#1425
B

メルクル、準 バルトーク ルーマニア民俗舞曲

2001/01/17 サントリーホール
#1425
B

メルクル、準 ブルッフ スコットランド幻想曲 作品46 竹澤恭子(vln.)

2001/01/17 サントリーホール
#1425
B

メルクル、準 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」

2001/01/27 NHKホール
#1426
C

メルクル、準 湯浅譲二 クロノプラスティックII (1999/2000)

2001/01/27 NHKホール
#1426
C

メルクル、準 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

ヘブラー、イングリート(pf.)

2001/01/27 NHKホール
#1426
C

メルクル、準 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2001/02/10 NHKホール
#1427
C

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 祝典序曲 作品96

2001/02/10 NHKホール
#1427
C

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 アックス、エマニュエル(pf.)

2001/02/10 NHKホール
#1427
C

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

2001/02/15 NHKホール
#1428
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17

ペツコヴァ、ダグマル(alt.)/ヘニング・
イェンセン、ゲルト(ten.)
/カシュマイユ、ジル(bs.)/二期会合
唱団(chor.)

字幕・対訳：川口義晴

2001/02/21 サントリーホール
#1429
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

2001/02/21 サントリーホール
#1429
B

デュトワ、シャルル 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(alt.sax.) 東京オペラシティ文化財団委嘱

2001/02/21 サントリーホール
#1429
B

デュトワ、シャルル ルーセル
バレエ組曲「くもの宴会」 作品
17

2001/02/21 サントリーホール
#1429
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー 交響詩「海」

2001/04/12 NHKホール
#1430
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヤナーチェク カンタータ「永遠の福音」
菅英三子(sop.)/シュトラーカー、ペー
ター(ten.)/二期会合唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋史

2001/04/12 NHKホール
#1430
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー ミサ曲 第3番 ヘ短調

菅英三子(sop.)/加納悦子(alt.)
/シュトラーカー、ペーター(ten.)
/スネル、マーティン(bs.)/二期会合
唱団(chor.)

合唱指導：三澤洋史

2001/04/18 サントリーホール
#1431
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ゲーゼ 序曲「オシアンの余韻」 作品1

2001/04/18 サントリーホール
#1431
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 テツラフ、クリスティアン(vln.)

2001/04/18 サントリーホール
#1431
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン 交響曲 第5番 作品50

2001/04/28 NHKホール
#1432
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第86番 ニ長調 Hob.I-86

2001/04/28 NHKホール
#1432
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第4番 ト長調 中嶋彰子(sop.)

2001/05/03 東京オペラシティ タン、ドゥン 尾高尚忠 交響曲 第1番 作品35：第1楽章

MusicTomorrow2001プレトーク(14:20～)：
北爪道夫/湯浅譲二/Tan,Dun/白石美雪
(司会)
没後50年記念後に第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

2001/05/03 東京オペラシティ タン、ドゥン 湯浅譲二
クロノプラスティク III ～スタシス とキネシスの間
で～

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2001プレトーク(14:20～)：
北爪道夫、湯浅譲二、Tan,Dun、白石美雪
(司会)

2001/05/03 東京オペラシティ タン、ドゥン 北爪道夫 地の風景
2001年第49回尾高賞受賞プレトーク(14:20
～)：北爪道夫/湯浅譲二/Tan,Dun/白石
美雪(司会)



2001/05/03 東京オペラシティ タン、ドゥン タン、ドゥン
アウト・オブ・北京オペラ～ヴァイオリンとオーケ
ストラのための
(1987/1994)

リン、チョーリャン(vln.)
日本初演プレトーク(14:20～)：北爪道夫/
湯浅譲二/Tan,Dun/白石美雪(司会)

2001/05/12 NHKホール
#1433
C

ワルベルク、ハインツ ブラームス 大学祝典序曲 作品80

2001/05/12 NHKホール
#1433
C

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 ハーン、ブリッテ(sop.)

2001/05/12 NHKホール
#1433
C

ワルベルク、ハインツ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2001/05/17 NHKホール
#1434
A

ワルベルク、ハインツ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 クウォン、ジョアン(vln.)

2001/05/17 NHKホール
#1434
A

ワルベルク、ハインツ ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

2001/05/23 サントリーホール
#1435
B

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A.
セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハ
トムジーク」

2001/05/23 サントリーホール
#1435
B

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 篠崎史紀(vln.)/川崎和憲(vla.)

2001/05/23 サントリーホール
#1435
B

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

2001/06/07 NHKホール
#1436
A

デュトワ、シャルル ブリテン 鎮魂交響曲 作品20

2001/06/07 NHKホール
#1436
A

デュトワ、シャルル プーランク 悲しみの聖母
蔵野蘭子(sop.)/東京藝術大学
(chor.)

合唱指導：田中信昭

2001/06/07 NHKホール
#1436
A

デュトワ、シャルル オネゲル 交響曲 第3番 「礼拝」

2001/06/13 サントリーホール
#1437
B

デュトワ、シャルル 武満徹 弦楽のためのレクイエム

2001/06/13 サントリーホール
#1437
B

デュトワ、シャルル リーバーマン、L. ピアノ協奏曲 第2番 作品36 ハフ、スティーヴン(pf.)

2001/06/13 サントリーホール
#1437
B

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

2001/06/23 NHKホール
#1438
C

デュトワ、シャルル ペンデレツキ
コンチェルト・グロッソ―3つのチェロとオーケスト
ラのための(2000/2001)

モルク、トルルス(vlc.)/ペルガメンシ
コフ、ボリス(vlc.)/チャン、ハンナ
(vlc.)

2001/06/23 NHKホール
#1438
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第1番 変ニ長調 作品10 ブロンフマン、イェフィム(pf.)

2001/06/23 NHKホール
#1438
C

デュトワ、シャルル ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2001/07/04 サントリーホール 尾高忠明 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 徳永二男(vln.)
楽壇生活35周年記念徳永二男ヴァイオリ
ン協奏曲の夕べ

2001/07/04 サントリーホール 尾高忠明 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 徳永二男(vln.)
楽壇生活36周年記念徳永二男ヴァイオリ
ン協奏曲の夕べ

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣ N響「夏」2001～音楽の魔法～

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ 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.) N響「夏」2001～音楽の魔法～

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲 N響「夏」2001～音楽の魔法～

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1945年版) N響「夏」2001～音楽の魔法～

2001/07/21 NHKホール ルイージ、ファビオ 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」2001～音楽の魔法～

2001/09/06 NHKホール
#1439
A

メルクル、準 ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番
/ 第10番 / 第6番 / 第5番

2001/09/06 NHKホール
#1439
A

メルクル、準 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

戸田弥生(vln.)/原田禎夫(vlc.)

2001/09/06 NHKホール
#1439
A

メルクル、準 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2001/09/14 NHKホール
#1440
C

メルクル、準 ストラヴィンスキー 組曲「プルチネルラ」 (1949年版)

2001/09/14 NHKホール
#1440
C

メルクル、準 ボッケリーニ チェロ協奏曲 変ロ長調 ボルケス、クラウディオ(vlc.)

2001/09/14 NHKホール
#1440
C

メルクル、準 チャイコフスキー カプリッチョ風小品 作品62 ボルケス、クラウディオ(vlc.)

2001/09/14 NHKホール
#1440
C

メルクル、準 ウォルフ イタリアのセレナード

2001/09/14 NHKホール
#1440
C

メルクル、準 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

2001/09/19 サントリーホール
#1441
B

広上淳一 ドニゼッティ 歌劇「ドン・パスクァーレ」：序曲

2001/09/19 サントリーホール
#1441
B

広上淳一 エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 ボルケス、クラウディオ(vlc.)
当初ヤノーシュ・シュタルケルがチェロ独
奏予定だったが、クラウディオ・ボルケスに
変更。

2001/09/19 サントリーホール
#1441
B

広上淳一 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2001/10/05 NHKホール デュトワ、シャルル リーバーマン、L. モーツァルトの主題による変奏曲 作品75 N響委嘱N響75周年記念特別演奏会

2001/10/05 NHKホール デュトワ、シャルル オルフ カルミナ・ブラーナ

ランディ、ナンシー・アレン(sop.)
/オールセン、スタンフォード(ten.)/
ハーゲゴール、ホーカン(br.)/二期会
合唱団(chor.)/東京少年少女合唱隊
(childrenchor.)

N響75周年記念特別演奏会

2001/10/12 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」 作品70

ロータリング、ヤン・ヘンドリク(bs.)/
ツィーザク、ルート(sop.)/天羽明惠
(sop.)/リポヴシェク、マリアーナ
(alt.)/阪口直子(alt.)
/リッパート、ヘルベルト(ten.)/櫻田
亮(ten.)/今尾滋(bs.)/東京藝術大学
(chor.)/東京少年少女合唱隊
(childrenchor.)

N響創立75周年・サントリーホール開場15
周年記念

2001/10/18 NHKホール
#1442
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

2001/10/18 NHKホール
#1442
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ワーグナー、リヒャルト(ヘン
ツェ)

ヴェーゼンドンクの5つの詩 リポヴシェク、マリアーナ(sop.)

2001/10/18 NHKホール
#1442
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2001/10/26 NHKホール
#1443
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・フアン」 作品20
～N響75周年・サヴァリッシュN響デビュー
プログラム～

2001/10/26 NHKホール
#1443
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 ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 園田高弘(pf.)
～N響75周年・サヴァリッシュN響デビュー
プログラム～



2001/10/26 NHKホール
#1443
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
～N響75周年・サヴァリッシュN響デビュー
プログラム～

2001/10/31 サントリーホール
#1444
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2001/10/31 サントリーホール
#1444
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヒンデミット ヴァイオリン協奏曲
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

2001/10/31 サントリー ホール
#1444
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

2001/11/08 NHKホール
#1445
A

サンティ、ネルロ ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲 ワーグナーの夕べ

2001/11/08 NHKホール
#1445
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550 ワーグナーの夕べ

2001/11/08 NHKホール
#1445
A

サンティ、ネルロ チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

ワーグナーの夕べ

2001/11/14 サントリーホール
#1446
B

サンティ、ネルロ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「リエンチ」：序曲 ワーグナーの夕べ

2001/11/14 サントリーホール
#1446
B

サンティ、ネルロ 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

ワーグナーの夕べ

2001/11/14 サントリーホール
#1446
B

サンティ、ネルロ ワーグナー、リヒャルト
歌劇「ローエングリン」：前奏曲 /
第3幕への序奏

ワーグナーの夕べ

2001/11/14 サントリーホール
#1446
B

サンティ、ネルロ 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

ワーグナーの夕べ

2001/11/14 サントリーホール
#1446
B

サンティ、ネルロ ワーグナー、リヒャルト
舞台神聖祭典劇「パルシファル」：聖金曜日の不
思議

ワーグナーの夕べ

2001/11/14 サントリーホール
#1446
B

サンティ、ネルロ 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 ワーグナーの夕べ

2001/11/14 サントリーホール
#1446
B

サンティ、ネルロ ワーグナー、リヒャルト
楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートの葬送
行進曲

ワーグナーの夕べ

2001/11/14 サントリー ホール
#1446
B

サンティ、ネルロ ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ワルキューレ」：ワルキューレの騎行 ワーグナーの夕べ

2001/11/18 NHK大阪ホール サンティ、ネルロ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「リエンチ」：序曲

2001/11/18 NHK大阪ホール サンティ、ネルロ 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

2001/11/18 NHK大阪ホール サンティ、ネルロ ワーグナー、リヒャルト
歌劇「ローエングリン」：前奏曲 /
第3幕への序奏

2001/11/18 NHK大阪ホール サンティ、ネルロ 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

2001/11/18 NHK大阪ホール サンティ、ネルロ ワーグナー、リヒャルト
舞台神聖祭典劇「パルシファル」：聖金曜日の不
思議

2001/11/18 NHK大阪ホール サンティ、ネルロ 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

2001/11/18 NHK大阪ホール サンティ、ネルロ 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

2001/11/18 NHK大阪ホール サンティ、ネルロ ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ワルキューレ」：ワルキューレの騎行

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」：序曲 ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」：ユダヤの神よ チェブリアン、ジョルジョ(br.) ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「ジャンヌ・ダルク」：おお運命の森よ
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「仮面舞踏会」：おまえこそ心を汚すもの チェブリアン、ジョルジョ(br.) ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「ルイザ・ミラー」：序曲 ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ
歌劇「ルイザ・ミラー」：お前顔色が悪く悲しそうだ
な

マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/
チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「レニャーノの戦い」：序曲 ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ
歌劇「レニャーノの戦い」：何度死を願ったことで
しょう

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「オテロ」：無慈悲な神の命ずるままに チェブリアン、ジョルジョ(br.) ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「オテロ」：バレエ音楽 ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「トロヴァトーレ」：静かな夜
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲 ヴェルディの夕べ

2001/11/23 NHKホール
#1447
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：ヴァレリー嬢ですか？
マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/
チェブリアン、ジョルジョ(br.)

ヴェルディの夕べ

2001/11/29 NHKホール
#1448
A

デュトワ、シャルル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2

チャンドラー、ジャニス(sop.)/ハイル
マン、ウーヴェ(ten.)/ギェルラフ、ロ
ベルト(bs.)/スウェーデン放送合唱団
(chor.)

～N響75周年記念～
合唱指導：フレドリク・マルムベリ
FredrikMalmberg
字幕・対訳：藤本一子

2001/12/05 サントリーホール
#1449
B

デュトワ、シャルル ベルリオーズ オラトリオ「キリストの幼時」 作品25

バレイ、ブリジット(mez.sop.)/カシュ
マイユ、ギレリス(br.)/エインズレイ、
ジョン・マーク(ten.)
/ココリノス、フィリップ(br.)/ヴェンツェ
ル、アンドリュー(br.)/スウェーデン放
送合唱団(chor.)

～N響75周年記念～
合唱指導：フレドリク・マルムベリ
FredrikMalmberg
字幕・対訳：川口義晴

2001/12/15 NHKホール
#1450
C

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 管楽器のための交響曲 (1920年版)

2001/12/15 NHKホール
#1450
C

デュトワ、シャルル ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 レーピン、ヴァディム(vln.)

2001/12/15 NHKホール
#1450
C

デュトワ、シャルル チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2001/12/24 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」

浜田理恵(sop.)/藤村実穂子(alt.)/市
原多朗(ten.)/石野繁雄(br.)/国立音
楽大学(chor.)

2002/01/12 NHKホール
#1451
C

ヤルヴィ、パーヴォ コダーイ ガランタ舞曲

2002/01/12 NHKホール
#1451
C

ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)



2002/01/12 NHKホール
#1451
C

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2002/01/17 NHKホール
#1452
A

ヤルヴィ、パーヴォ ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2002/01/17 NHKホール
#1452
A

ヤルヴィ、パーヴォ サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 ブルネルロ、マリオ(vlc.)

2002/01/17 NHKホール
#1452
A

ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

2002/01/23 サントリーホール
#1453
B

ヤルヴィ、パーヴォ ペルト 交響曲 第1番 「ポリフォニック」

2002/01/23 サントリーホール
#1453
B

ヤルヴィ、パーヴォ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 エーネス、ジェームズ(vln.)

2002/01/23 サントリーホール
#1453
B

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

2002/02/09 NHKホール
#1454
C

ヴァイグレ、セバスティアン ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2002/02/09 NHKホール
#1454
C

ヴァイグレ、セバスティアン モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

グランダー、マティアス(cl.)

2002/02/09 NHKホール
#1454
C

ヴァイグレ、セバスティアン ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2002/02/14 NHKホール
#1455
A

デュトワ、シャルル 武満徹 弦楽のためのレクイエム

2002/02/14 NHKホール
#1455
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 諏訪内晶子(vln.)

2002/02/14 NHKホール
#1455
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2002/02/20 サントリーホール
#1456
B

デュトワ、シャルル 細川俊夫 「海からの声」 N響委嘱世界初演

2002/02/20 サントリーホール
#1456
B

デュトワ、シャルル メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 樫本大進(vln.)

2002/02/20 サントリーホール
#1456
B

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

2002/03/08 香港文化センター デュトワ、シャルル 武満徹 弦楽のためのレクイエム

2002/03/08 香港文化センター 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 竹澤京子(vln.)

2002/03/08 香港文化センター デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2002/03/21 サントリーホール ツァグロゼク、ローター ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

2002/03/21 サントリーホール ツァグロゼク、ローター ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ズナイダー、ニコライ(vln.)

2002/03/21 サントリーホール ツァグロゼク、ローター ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2002/04/04 NHKホール
#1457
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

スクロヴァチェフスキ
管弦楽のための協奏曲
(1985/1998)

2002/04/04 NHKホール
#1457
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9番 ニ短調

2002/04/10 サントリーホール
#1458
B

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35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

2002/04/10 サントリーホール
#1458
B

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4番 変ホ長調 「ロマンチック」
(1878/80年版)

2002/04/19 NHKホール
#1459
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ブルックナー(スクロヴァチェ
フスキ、スタニスラフ)

弦楽のためのアダージョ 弦楽五重奏曲第3楽章の編曲

2002/04/19 NHKホール
#1459
C

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2番 作品61 クルカ、コンスタンティ(vln.)

2002/04/19 NHKホール
#1459
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6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2002/05/09 KBSホール デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2002年サッカー・ワールドカップ日韓大会
記念
NHKおよびKBSによるオーケストラ相互派
遣

2002/05/09 KBS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」

中村智子(sop.)/藤村実穂子(alt.)/ハ
イルマン、ウーヴェ(ten.)/福島明也
(br.)/韓国国立合唱団(chor.)/安養
市立合唱団(chor.)

2002年サッカー・ワールドカップ日韓大会
記念
NHKおよびKBSによるオーケストラ相互派
遣

2002/05/16 NHKホール
#1460
A

ギルバート、アラン ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 オズボーン、スティーヴン(pf.)

2002/05/16 NHKホール
#1460
A

ギルバート、アラン ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

2002/05/22 サントリーホール
#1461
B

ギルバート、アラン シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

2002/05/22 サントリーホール
#1461
B

ギルバート、アラン バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 ツェートマイアー、トーマス(vln.)

2002/05/22 サントリーホール
#1461
B

ギルバート、アラン シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

2002/06/01 NHKホール
#1462
C

ギルバート、アラン ベルツ ストリンドベリ組曲

2002/06/01 NHKホール
#1462
C

ギルバート、アラン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調
K.491

バドゥラ・スコダ、パウル(pf.)

2002/06/01 NHKホール
#1462
C

ギルバート、アラン ニルセン
交響曲 第2番 ロ短調 作品16
「4つの気質」

2002/06/13 NHKホール
#1463
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

2002/06/13 NHKホール
#1463
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 ラン、ラン(pf.)

2002/06/13 NHKホール
#1463
A

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

2002/06/19 サントリーホール
#1464
B

デュトワ、シャルル コリリャーノ 交響曲 第1番

2002/06/19 サントリーホール
#1464
B

デュトワ、シャルル ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 アックス、エマニュエル(pf.)

2002/06/24 NHKホール
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

2002/06/24 NHKホール
フロール、クラウス･ペー
ター

バーバー ヴァイオリン協奏曲 作品14 五嶋みどり(vln.)



2002/06/24 NHKホール
フロール、クラウス･ペー
ター

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 五嶋みどり(vln.)

2002/06/28 NHKホール
#1465
C

ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21 朝比奈隆死去により指揮者変更

2002/06/28 NHKホール
#1465
C

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」 朝比奈隆死去により指揮者変更

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：第2楽章
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 ロドリーゴ ある貴紳のための幻想曲 村治佳織(guit.)
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎
久石譲&木村弓
(和田薫)

映画「千と千尋の神隠し｣から
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 バーンスタイン ミュージカル「ウェストサイド物語」：序曲
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー 山下洋輔(pf.)
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

2002/07/13 東京オペラシティ 岩村力/齋藤一郎 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー
「イケるジャンClassic!」N響若者のための
コンサート
司会：武内陶子

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

尾高忠明 松村禎三 管弦楽のための前奏曲
MusicTomorrow2002プレトーク(18:20～)：
尾高忠明/松村禎三/田中カレン/三善晃/
白石美雪(司会)尾高賞50回記念

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

尾高忠明 田中カレン 失われた聖地
N響委嘱世界初演
プレトーク(18:20～)：尾高忠明/松村禎三/
田中カレン/三善晃/白石美雪(司会)

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

尾高忠明 三善晃 管弦楽のための協奏曲
MusicTomorrow2002プレトーク(18:20～)：
尾高忠明/松村禎三/田中カレン/三善晃/
白石美雪(司会)尾高賞50回記念

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

尾高忠明 細川俊夫 ハープ協奏曲 「回帰」 吉野直子(hrp.)

2002年第50回尾高賞受賞
MusicTomorrow2002
プレトーク(18:20～)：尾高忠明/松
村禎三/田中カレン/三善晃/白石美雪(司
会)尾高賞50回記念

2002/07/26 NHKホール アルブレヒト、マルク 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

N響「夏」2002～ロマンティシズムの光と影
～

2002/07/26 NHKホール アルブレヒト、マルク シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」
N響「夏」2002～ロマンティシズムの光と影
～

2002/07/26 NHKホール アルブレヒト、マルク ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 フォークト、ラルス(pf.)
N響「夏」2002～ロマンティシズムの光と影
～

2002/09/07 NHKホール
#1466
C

デュトワ、シャルル シマノフスキ 悲しみの聖母 作品53
キラノヴィチ、ゾフィア(sop.)/ラペ、ヤ
ドヴィガ(alt.)/ドラボヴィチ、ヴォイ
テック(br.)/二期会合唱団(chor.)

合唱指導：小田野宏之

2002/09/07 NHKホール
#1466
C

デュトワ、シャルル シマノフスキ 歌劇「ロジェ王」 作品46

ドラボヴィチ、ヴォイテック(ロジェ
王)/クシェヴィチ、ピオトル(エドリシ)/
ギェルラフ、ロベルト(大司教)/キラノ
ヴィチ、ゾフィア(ロクサーナ)/ルドゥ
ハ、ルド
ヴィト(羊飼い)/ラペ、ヤドヴィガ(助
祭)/二期会合唱団(chor.)/東京少年
少女合唱隊(childrenchorus)

日本初演
演奏会形式・原語上演(字幕つき)
合唱指導：小田野宏之
児童合唱指導：長谷川久恵
字幕・対訳：つかだみちこ

2002/09/12 NHKホール
#1467
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

2002/09/12 NHKホール
#1467
A

デュトワ、シャルル ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 イム、ドンヒョク(pf.)

2002/09/12 NHKホール
#1467
A

デュトワ、シャルル ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2002/09/12 NHKホール
#1467
A

デュトワ、シャルル ルーセル バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」 作品43

2002/09/18 サントリーホール
#1468
B

デュトワ、シャルル 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 庄司紗矢香(vln.)

2002/09/18 サントリーホール
#1468
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」 (1910年版)

2002/10/05 NHKホール
#1469
C

タルミ、ヨアフ ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (1890年稿ノヴァーク版)

2002/10/10 NHKホール
#1470
A

タルミ、ヨアフ スヴェトラーノフ ピアノ協奏曲 ハ短調 横山幸雄(pf.)

2002/10/10 NHKホール
#1470
A

タルミ、ヨアフ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2002/10/30 サントリーホール
#1471
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

2002/10/30 サントリーホール
#1471
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

シューベルト ミサ曲 第5番 変イ長調 D.678
天羽明惠(sop.)/白土里香(alt.)
/望月哲也(ten.)/青戸知(bs.)/
二期会(chor.)

白土里香の「土」は土の右上に点合唱指
揮：田中信昭

2002/11/09 NHKホール
#1472
C

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31番 ニ長調 K.297
「パリ」

2002/11/09 NHKホール
#1472
C

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 カヴァコス、レオニダス(vln.)

2002/11/09 NHKホール
#1472
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

2002/11/14 NHKホール
#1473
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
サヴァリッシュN響公演デビュー・プログラ
ム



2002/11/14 NHKホール
#1473
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)
サヴァリッシュN響公演デビュー・プログラ
ム

2002/11/20 サントリーホール
#1474
B

ゲルギエフ、ワレリー チャイコフスキー
交響曲 第3番 ニ長調 作品29
「ポーランド」

2002/11/20 サントリーホール
#1474
B

ゲルギエフ、ワレリー ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2002/11/24
東京国際 フォーラ
ム

ゲルギエフ、ワレリー チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48
JointConcertwithTheKirovOrchestraSt.Pet
ersburg

2002/11/24
東京国際 フォーラ
ム

ゲルギエフ、ワレリー ショスタコーヴィチ
交響曲 第7番 ハ長調 作品60
「レニングラード」

JointConcertwithTheKirovOrchestraSt.Pet
ersburg

2002/12/07 NHKホール
#1475
C

サロネン、エサ･ペッカ ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

東誠三(pf.)

2002/12/07 NHKホール
#1475
C

サロネン、エサ･ペッカ ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
トラーゼ、アレクサンドル(pf.)/
関山幸弘(trp.)

2002/12/07 NHKホール
#1475
C

サロネン、エサ･ペッカ バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19

2002/12/12 NHKホール
#1476
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ レクイエム 作品5
ヌッツォ、ジョン・健(ten.)/国立音楽
大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/長井則文
正式タイトルは、「死者のための大ミサ曲」

2002/12/18 サントリーホール
#1477
B

デュトワ、シャルル ヒナステラ 協奏的変奏曲 作品23

2002/12/18 サントリーホール
#1477
B

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

ハフ、スティーヴン(pf.)

2002/12/18 サントリーホール
#1477
B

デュトワ、シャルル フランク 交響曲 ニ短調

2002/12/23 NHKホール 大野和士 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

2002/12/23 NHKホール 大野和士 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

シェレンベルガー、ダグマール
(sop.)/ペトリンスキー、ナターシャ
(alt.)/スケルトン、スチュアート(ten.)/
ドッバー、アンジェイ(br.)/国立音楽
大学(chor.)

ベーレンライター版
合唱指導：田中信昭/長井則文

2003/01/09 NHKホール
#1478
A

コウト、イルジー ドヴォルザーク
スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 / 第2番 / 第3
番 / 第6番 / 第8番

2003/01/09 NHKホール
#1478
A

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1番 / 第2番 / 第7
番

2003/01/09 NHKホール
#1478
A

コウト、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

2003/01/15 サントリーホール
#1479
B

コウト、イルジー ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲

2003/01/15 サントリーホール
#1479
B

コウト、イルジー シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 ペレーニ、ミクローシュ(vlc.)

2003/01/15 サントリーホール
#1479
B

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」

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

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2幕への前奏曲

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

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」：さあ、馬に鞍を置け、天翔
ける戦乙女よ!

ウルセン、フルーデ(br.)

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

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」：さようなら、勇ましいわが
子

ウルセン、フルーデ(br.)

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

コウト、イルジー ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ジークフリート」：あれは私の父ではない エーベルツ、アルフォンス(ten.)

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

コウト、イルジー ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ジークフリート」：目覚めよ、ワーラ ウルセン、フルーデ(br.)
プログラムによると第3幕の序奏から演奏
されている

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

コウト、イルジー ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ジークフリート」：私は永 遠に生きる
エーベルツ、アルフォンス(ten.)
/オーウェン、スーザン(sop.)

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

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

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

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」：ブリュンヒルデよ、神聖
な花嫁よ

エーベルツ、アルフォンス(ten.)

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

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」：ジークフリートの葬送
行進曲

2003/01/24 NHKホール
#1480
C

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」：ライン の岸にたきぎの
山を積みあげよ

オーウェン、スーザン(sop.)

2003/02/06 NHKホール
#1481
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン 序曲「ヘリオス」 作品17

2003/02/06 NHKホール
#1481
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25番 ハ長調
K.503

クーパー、イモジェン(pf.)

2003/02/06 NHKホール
#1481
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2003/02/12 サントリーホール
#1482
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1番 ハ長調 作品15
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

2003/02/12 サントリーホール
#1482
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第24番 変ロ長調 K.182

2003/02/12 サントリーホール
#1482
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン 交響曲 第6番 「シンフォニア・センプリーチェ」

2003/02/21 NHKホール
#1483
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 13管楽器のためのセレナード 変ホ長調 作品7

2003/02/21 NHKホール
#1483
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ニルセン クラリネット協奏曲 作品57 磯部周平(cl.)

2003/02/21 NHKホール
#1483
C

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

2003/02/25 NHK大阪ホール ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

2003/02/25 NHK大阪ホール ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2003/02/25 NHK大阪ホール ムント、ウーヴェ ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 清水和音(pf.)

2003/04/06 新国立劇場 メルクル、準 ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ジークフリート」

フランツ、クリスチャン(ジークフリー
ト)/ジーゲル、ゲルハルト(ミーメ)/ラ
ジライネン、ユッカ(さすらい人)/ヒッ
レブラント、オスカー(アルベリヒ)/長
谷川顕(ファフナー)/シュヴァルツ、
ハンナ(エルダ)/ブロック、スーザン
(ブリュンヒルデ)/菊地美奈(鳥の声)

演出：キース・ウォーナー



2003/04/11 NHKホール
#1484
C

デュトワ、シャルル 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙)

2003/04/11 NHKホール
#1484
C

デュトワ、シャルル ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 フレーレ、ネルソン(pf.)

2003/04/11 NHKホール
#1484
C

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2003/04/17 NHKホール
#1485
A

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

2003/04/17 NHKホール
#1485
A

デュトワ、シャルル マクミラン 交響曲 第3番「沈黙」
N響＆BBC委嘱
世界初演

2003/04/17 NHKホール
#1485
A

デュトワ、シャルル ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

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 サンクトペテルブルク

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 プレトニョフ、ミハイル(pf.)
出演予定のピアニスト、マルタ・アルゲリッ
チにかわり、ミハイル・プレトニョフが出演
した

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙) サンクトペテルブルク

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 サンクトペテルブルク

2003/04/23
フィルハーモニック
ホール

デュトワ、シャルル ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：ファランドール サンクトペテルブルク

2003/04/23
フィルハーモニック
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 サンクトペテルブルク

2003/05/07 サントリーホール
#1486
B

シナイスキー、ワシーリ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第83番 ト短調 Hob.I-83
「めんどり」

2003/05/07 サントリーホール
#1486
B

シナイスキー、ワシーリ ヒンデミット チェロ協奏曲 (1940) ゲリンカス、ダーヴィド(vlc.)

2003/05/07 サントリーホール
#1486
B

シナイスキー、ワシーリ 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

2003/05/16 NHKホール
#1487
C

ペンデレツキ、クシシュトフ メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

2003/05/16 NHKホール
#1487
C

ペンデレツキ、クシシュトフ ペンデレツキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 「メタモルフォーゼン」 ジュイエ、シャンタル(vln.)

2003/05/16 NHKホール
#1487
C

ペンデレツキ、クシシュトフ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2003/05/22 NHKホール
#1488
A

サンティ、ネルロ ヴェルディ レクイエム

マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/ム
ラゾワ、ヤーナ(alt.)/ソルマン、ミロ
(ten.)/デ・グランディス、フランコ
(bs.)/二期会合唱団(chor.)

2003/05/28 サントリーホール
#1489
B

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」：序曲

2003/05/28 サントリーホール
#1489
B

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

2003/05/28 サントリーホール
#1489
B

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

2003/05/28 サントリーホール
#1489
B

サンティ、ネルロ レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2003/06/12 NHKホール
#1490
C

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 歌劇「エレクトラ」 作品58 (演奏会形式)

コンネル、エリザベス(エレクトラ)/ヘ
ンシェル、ジェーン(クリテムネスト
ラ)/ポレ、フランソワーズ(クリソテミ
ス)/イェルザレム、ジークフリート(エ
ギスト)/ピットマン・ジェニングス、デ
イヴィッド(オレスト)/大久保光哉(オ
レストの守り役＆年老いた従者)/平
井香織(クリテムネストラの側仕えの
女官＆第5の召使)/薗田真木子(クリ
テムネストラの裾持ちの女官＆第4
の召使)/岡本泰寛(若い従者)/田中
三佐代(召使頭)/菅有実子(第1の召
使)/大林智子(第2の召使)/栗林朋
子(第3の召使)/二期会(城中の家臣
や女官＆召使の男女)

合唱指揮：岩村力

2003/06/25 サントリーホール
#1491
B

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A. カッサシオン ト長調 K.63 オール・モーツァルト・プログラム

2003/06/25 サントリーホール
#1491
B

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

ダルベルト、ミシェル(pf.) オール・モーツァルト・プログラム

2003/06/25 サントリーホール
#1491
B

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550 オール・モーツァルト・プログラム

2003/07/03 NHKホール
#1492
A

バーメルト、マティアス グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

2003/07/03 NHKホール
#1492
A

バーメルト、マティアス チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

2003/07/03 NHKホール
#1492
A

バーメルト、マティアス プロコフィエフ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter / 第3番 作品101：モンタ
ギュー家とキャピュレット家 / 朝 のセレナード /
少女ジュリエット
/ 情景 / 朝の踊り/ 仮面 / 踊り/ タイボルトの
死 / 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 /ジュリエットの死

バーメルトによる抜粋(組曲第1番/第2番/
第3番から)プログラムの曲目解説によると
「バーメルトによる今日の演奏は、この組
曲版から自由に抜粋したものである」

2003/07/09 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 新実徳英 ヴァイオリン協奏曲 「カントゥス・ヴィターリス」 竹澤恭子(vln.)

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2003プレトーク(18:20～)：
湯浅譲二、新実徳英、権代敦彦、
MatthiasBamert、白石美
雪(司会)

2003/07/09 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 湯浅譲二 内触覚的宇宙 第5番

2003年第51回尾高賞受賞日本『フィル
ハーモニー』創立45周年記念委嘱
MusicTomorrow2003プレトーク(18:20～)：
湯浅譲二、新実徳英、権代敦彦、
MatthiasBamert、白石美雪(司会)



2003/07/09 東京オペラシティ バーメルト、マティアス 権代敦彦
愛の儀式―構造と技法― 作品
70

宮田まゆみ(笙)
MusicTomorrow2003プレトーク(18:20～)：
湯浅譲二、新実徳英、権代敦彦、
MatthiasBamert、白石美雪(司会)

2003/07/09 東京オペラシティ バーメルト、マティアス ターネイジ
絶叫する3人の法王―フランシス・ベーコンによ
る―

MusicTomorrow2003プレトーク(18:20～)：
湯浅譲二、新実徳英、権代敦彦、
MatthiasBamert、白石美雪(司会)

2003/07/20 東京オペラシティ 岩村力 ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ワルキューレ」：ワルキューレの騎行
「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 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
「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 リムスキー・コルサコフ
交響組曲「シェエラザード」 作品35：カレンダー
王子の物語

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 曹元徳(楊立青) 天山牧羊女 マ、シャオフィ(erhu)
「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 東儀秀樹 星空につつまれて 東儀秀樹(篳篥)
「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 東儀秀樹(野見祐二) "I am with you" 東儀秀樹(篳篥)
「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20 東京オペラシティ 岩村力 久石譲 映画「となりのトトロ」：主題曲
「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20 東京オペラシティ 岩村力 ウィリアムズ、ジョン
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」：ハリーの不
思議な世界

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 ストラヴィンスキー
バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)：こもり歌 / 終
曲

「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/20 東京オペラシティ 齋藤一郎 ホーナー＆ジェニングス Ｍｙ　ｈｅａｒｔ　ｗｉｌｌ　ｇｏ　ｏｎ 東儀秀樹(篳篥)/マ、シャオフィ(erhu)
「イケるジャンClassic!vol.3」N響若者のた
めのコンサート
司会：中川緑

2003/07/25 NHKホール ジャッド、ジェームズ コープランド バレエ組曲「ビリー・ザ・キッド」
N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2003/07/25 NHKホール ジャッド、ジェームズ ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー コール、ナイダ(pf.)
N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2003/07/25 NHKホール ジャッド、ジェームズ 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」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2003/07/25 NHKホール ジャッド、ジェームズ ガーシュウィン パリのアメリカ人
N響「夏」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2003/07/25 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」2003～ビバ！シンフォニック・アメ
リカ～

2003/09/04 NHKホール
#1493
A

阪哲朗 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

2003/09/04 NHKホール
#1493
A

阪哲朗 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 リ、ユンディ(pf.)

2003/09/04 NHKホール
#1493
A

阪哲朗 シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

2003/09/10 サントリーホール
#1494
B

岩村力 ダルラピッコラ 変奏曲 日本初演

2003/09/10 サントリーホール
#1494
B

岩村力 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 フォークト、ラルス(pf.)

2003/09/10 サントリーホール
#1494
B

岩村力 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2003/09/19 NHKホール
#1495
C

飯森範親 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
チェボタリョーワ、アナスタシア
(vln.)

2003/09/19 NHKホール
#1495
C

飯森範親 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：あたりは沈黙に とざされ
水嶋育(sop.)/ブラック、ジェフリー
(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：前奏曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：恐れに色を失う ならば
水嶋育(sop.)/ブラック、ジェフリー
(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ 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」

ブラック、ジェフリー(br.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：酒の歌「みんな
楽しくお酒を飲んで」

ブラック、ジェフリー(br.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ プッチーニ 歌劇「トスカ」：歌に生き、恋に生き 佐藤しのぶ(sop.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：前奏曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：アルフレードはどこに
佐藤しのぶ(sop.)/ブラック、ジェフ
リー(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：天使のように清らかな娘が ブラック、ジェフリー(br.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：わたしの愛の強さを知らないから 佐藤しのぶ(sop.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：お嬢さんに伝えてください 佐藤しのぶ(sop.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：どうすればよいのですか 佐藤しのぶ(sop.) NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：今は生きる力もなく
佐藤しのぶ(sop.)/ブラック、ジェフ
リー(br.)

NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲 NHK音楽祭

2003/10/05 NHKホール ヤング、シモーネ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：お手をどうぞ
佐藤しのぶ(sop.)/ブラック、ジェフ
リー(br.)

NHK音楽祭

2003/10/17 NHKホール
#1496
C

メルクル、準 シェーンベルク 清められた夜 作品4 (1943年版)

2003/10/17 NHKホール
#1496
C

メルクル、準 ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ゼルキン、ピーター(pf.)



2003/10/23 NHKホール
#1497
A

メルクル、準 マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
カウネ、ミカエラ(sop.)/ブラウン、リオ
バ(mez.sop.)/二期会合唱団(chor.)

NHK音楽祭
合唱指揮：森口真司

2003/10/29 サントリーホール
#1498
B

メルクル、準 グラネルト ブルレスケ 日本初演

2003/10/29 サントリーホール
#1498
B

メルクル、準 シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

2003/10/29 サントリーホール
#1498
B

メルクル、準 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

2003/10/29 サントリーホール
#1498
B

メルクル、準 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2003/11/07 NHKホール
#1499
C

広上淳一 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 ベルキン、ボリス(vln.)

2003/11/07 NHKホール
#1499
C

広上淳一 マーラー 交響曲「大地の歌」
加納悦子(mez.sop.)/リタカー、ドナ
ルド(ten.)

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.

レチタティーヴォとアリア、カ ヴァティーナ「ああ、
私にはこう なることと分かっていました！
―ああ、私の目の前から消え去って下さい―ど
うか、越えゆ
かないでくださいませ」 K.272

ネイグルステッド、キャサリン
(sop.)

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター 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

ネイグルステッド、キャサリン
(sop.)

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：悪者の正体が
わかったでしょう

ネイグルステッド、キャサリン
(sop.)

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：いいえ違います
―私はあなた のもの

ネイグルステッド、キャサリン
(sop.)

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター 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」

2003/11/19 サントリーホール
#1500
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2003/11/27 NHKホール
#1501
A

ツァグロゼク、ローター メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

2003/11/27 NHKホール
#1501
A

ツァグロゼク、ローター ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2003/11/27 NHKホール
#1501
A

ツァグロゼク、ローター マーラー 交響曲 第4番 ト長調
バラインスキ、クラウディア
(sop.)

2003/12/05 NHKホール
#1502
C

ザンデルリング、シュテファ
ン

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ウーギ、ウート(vln.)

2003/12/05 NHKホール
#1502
C

ザンデルリング、シュテファ
ン

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2003/12/11 NHKホール
#1503
A

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A. 交響曲 第27番 ト長調 K.199

2003/12/11 NHKホール
#1503
A

ザネッティ、マッシモ マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2003/12/17 サントリーホール
#1504
B

アルブレヒト、マルク ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第2番 ト短調 作品126 ブルネルロ、マリオ(vlc.)

2003/12/17 サントリーホール
#1504
B

アルブレヒト、マルク ヤナーチェク シンフォニエッタ

2003/12/17 サントリーホール
#1504
B

アルブレヒト、マルク ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2003/12/23 NHKホール バーメルト、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」

澤畑恵美(sop.)/藤村実穂子(alt.)/市
原多朗(ten.)/石野繁生(br.)/国立音
楽大学(chor.)

合唱指揮：田中信昭/永井宏

2004/01/09 NHKホール
#1505
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」 (1947年版)

2004/01/09 NHKホール
#1505
C

デュトワ、シャルル サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 カプソン、ルノー(vln.)

2004/01/09 NHKホール
#1505
C

デュトワ、シャルル ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2004/01/15 NHKホール
#1506
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ウェーヴァリー」 作品1bis

2004/01/15 NHKホール
#1506
A

デュトワ、シャルル ハチャトゥリアン ピアノ協奏曲 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)

2004/01/15 NHKホール
#1506
A

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2004/01/21 サントリーホール
#1507
B

デュトワ、シャルル プーランク 黒い聖母への連祷 二期会合唱団(femalechor.) 合唱指揮：大島義彰

2004/01/21 サントリーホール
#1507
B

デュトワ、シャルル メシアン 神の現存の3つの小典礼
大井浩明(pf.)/ローランドー、ジャン
(ondesmartenot)

2004/01/21 サントリーホール
#1507
B

デュトワ、シャルル フォーレ レクイエム 作品48
天羽明惠(sop.)/青戸知(br.)/
二期会合唱団(chor.)

合唱指揮：大島義彰

2004/02/04 サントリーホール
#1508
B

尾高忠明 ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90
当初出演予定のローレンス・フォスターに
かわり、尾高忠明が指揮した

2004/02/04 サントリーホール
#1508
B

尾高忠明 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
当初出演予定のローレンス・フォスターに
かわり、尾高忠明が指揮した

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 行進曲「新兵さんの出陣」 作品398
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「千一夜物語」 作品346：間奏曲
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「雷鳴と電光」 作品324
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「ベネチアの一夜」 作品411：序曲
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ



2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

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
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「ジプシー男爵」：序曲
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

ワルベルク、ハインツ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/19 NHKホール
#1509
A

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
ワルベルクN響デビュー・プログラム・シ
リーズ／ヨハン・シュトラウスの夕べ

2004/02/27 NHKホール
#1510
C

ワルベルク、ハインツ ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」：序曲

2004/02/27 NHKホール
#1510
C

ワルベルク、ハインツ ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

2004/02/27 NHKホール
#1510
C

ワルベルク、ハインツ ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 グルーズマン、ヴァディム(vln.)

2004/02/27 NHKホール
#1510
C

ワルベルク、ハインツ ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲

2004/04/09 NHKホール
#1511
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/09 NHKホール
#1511
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 オールソン、ギャリック(pf.) オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/09 NHKホール
#1511
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3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/15 NHKホール
#1512
A

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「コリオラン」 作品62 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/15 NHKホール
#1512
A

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4番 変ロ長調 作品60 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/15 NHKホール
#1512
A

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7番 イ長調 作品92 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/21 サントリーホール
#1513
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/21 サントリーホール
#1513
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
コパチンスカヤ、パトリツィア
(vln.)

オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/04/21 サントリーホール
#1513
B

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 オール・ベートーヴェン・プログラム

2004/05/07 NHKホール
#1514
C

サラステ、ユッカ･ペッカ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2004/05/13 NHKホール
#1515
A

サラステ、ユッカ･ペッカ マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

2004/05/19 サントリーホール
#1516
B

サラステ、ユッカ･ペッカ ストラヴィンスキー ピアノと管楽器のための協奏曲 ムストネン、オリ(pf.)

2004/05/19 サントリーホール
#1516
B

サラステ、ユッカ･ペッカ ストラヴィンスキー カプリッチョ ムストネン、オリ(pf.)

2004/05/19 サントリーホール
#1516
B

サラステ、ユッカ･ペッカ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2004/06/11 NHKホール
#1517
C

クリヴィヌ、エマニュエル メンデルスゾーン 序曲「美しいメルジーネの物語」 作品32

2004/06/11 NHKホール
#1517
C

クリヴィヌ、エマニュエル メンデルスゾーン
交響曲 第5番 ニ短調 作品107
「宗教改革」

2004/06/11 NHKホール
#1517
C

クリヴィヌ、エマニュエル ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」

2004/06/16 サントリーホール
#1518
B

タルミ、ヨアフ ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ワッツ、アンドレ(pf.)

2004/06/16 サントリーホール
#1518
B

タルミ、ヨアフ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 エスピナス、フランソワ(org.)

2004/06/24 NHKホール
#1519
A

タルミ、ヨアフ ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：序曲

2004/06/24 NHKホール
#1519
A

タルミ、ヨアフ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 エーネス、ジェームズ(vln.)

2004/06/24 NHKホール
#1519
A

タルミ、ヨアフ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2004/07/04 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ シュタウト ポリゴン 長尾洋史(pf.)

日本初演
MusicTomorrow2004プレトーク(15:20～)：
JamesMacMillan/望月京/岡部真一郎(司
会)

2004/07/04 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ 望月京 クラウド・ナイン

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2004プレトーク(15:20～)：
JamesMacMillan/望月京/岡部真一郎(司
会)

2004/07/04 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ 石井眞木 交響詩「幻影と死」 作品125
MusicTomorrow2004プレトーク(15:20～)：
JamesMacMillan/望月京/岡部真一郎(司
会)

2004/07/04 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ マクミラン イゾベル・ゴーディの告白

日本初演
MusicTomorrow2004プレトーク(15:20～)：
JamesMacMillan/望月京/岡部真一郎(司
会)

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 鳥は星形の庭に降りる ブルージュ

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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.) ブルージュ

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 ブルージュ

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ バレエ音楽「黄金時代」：ポルカ ブルージュ

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク
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」2004～おろしや国楽夢譚
～

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～



2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク ボロディン(ドリュー) 弦楽四重奏曲 第2番：第3楽章
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～弦楽合奏版

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2004/07/23 NHKホール ストリンガー、マーク チャイコフスキー 組曲 第1番 作品43：小行進曲
N響「夏」2004～おろしや国楽夢譚
～

2004/08/29 NHKホール 岩村力 コープランド 庶民のファンファーレ
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」司会：森久美子/徳田章

2004/08/29 NHKホール 岩村力 池内秀和(野見祐二) 「火の鳥」オープニング・テーマ 諌山実生(vocal)
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

2004/08/29 NHKホール 岩村力 フォーレ(栗山和樹)
組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80：シチリア舞
曲

本田美奈子(vocal)

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章
作詞:岩谷時子

2004/08/29 NHKホール 岩村力 ドヴォルザーク(大島ミチル)
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」：第2楽章

本田美奈子(vocal)

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章
作詞:本田美奈子

2004/08/29 NHKホール 岩村力 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

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」司会：森久美子/徳田章

2004/08/29 NHKホール 岩村力 エルガー 愛のあいさつ 作品12
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

2004/08/29 NHKホール 岩村力 ホルスト 組曲「惑星」 作品32：木星
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

2004/08/29 NHKホール 岩村力 ビゼー 歌劇「カルメン」：前奏曲
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

2004/08/29 NHKホール 岩村力 チャイコフスキー 序曲「1812年」 作品49
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

2004/08/29 NHKホール 岩村力 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：森久美子/徳田章

2004/09/12
Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「ルイザ・ミラー」：序曲 オーチャード定期第31回

2004/09/12
Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：第3幕への前奏曲 オーチャード定期第31回

2004/09/12
Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」：序曲 オーチャード定期第31回

2004/09/12
Bunkamura オー
チャードホール

サンティ、ネルロ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

オーチャード定期第31回

2004/09/18 NHKホール
#1520
A

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲

2004/09/18 NHKホール
#1520
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

2004/09/18 NHKホール
#1520
A

サンティ、ネルロ ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2004/09/24 NHKホール
#1521
C

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」：序曲

2004/09/24 NHKホール
#1521
C

サンティ、ネルロ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

2004/09/24 NHKホール
#1521
C

サンティ、ネルロ スメタナ 交響詩「モルダウ」

2004/09/24 NHKホール
#1521
C

サンティ、ネルロ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ 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」

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ パガニーニ 常動曲 作品11

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ マルトゥッチ ノットゥルノ 作品70-1

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ マルトゥッチ ノヴェレッテ 作品82-2

2004/09/29 サントリーホール
#1522
B

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」：序曲
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」：序曲
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2004/10/03 NHKホール サンティ、ネルロ ブラームス ハンガリー舞曲：第5番
NHK音楽祭2004「最後の交響曲(ラスト・シ
ンフォニー)」

2004/10/09,10 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
VladimirAshkenazyInaugurationConcert(ウ
ラディーミル・アシュケナージ音楽監督就
任記念コンサート)

2004/10/09,10 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
VladimirAshkenazyInaugurationConcert(ウ
ラディーミル・アシュケナージ音楽監督就
任記念コンサート)

2004/10/09,10 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
VladimirAshkenazyInaugurationConcert(ウ
ラディーミル・アシュケナージ音楽監督就
任記念コンサート)



2004/10/15 NHKホール
#1523
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 グリモー、エレーヌ(pf.)

ウラディーミル・アシュケナージ音楽監督
就任記念
MusicDirectorVladimirAshkenazyInaugurati
onConcert

2004/10/15 NHKホール
#1523
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

ウラディーミル・アシュケナージ音楽監督
就任記念
MusicDirectorVladimirAshkenazyInaugurati
onConcert

2004/10/24 NHKホール
#1524
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第3番 ニ長調 作品29
「ポーランド」

ウラディーミル・アシュケナージ音楽監督
就任記念
MusicDirectorVladimirAshkenazyInaugurati
onConcert

2004/10/24 NHKホール
#1524
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

ウラディーミル・アシュケナージ音楽監督
就任記念
MusicDirectorVladimirAshkenazyInaugurati
onConcert

2004/11/03 サントリーホール
#1525
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

2004/11/03 サントリーホール
#1525
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

イベール フルート協奏曲 パユ、エマニュエル(fl.)

2004/11/03 サントリーホール
#1525
B

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

2004/11/13 NHKホール
#1526
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第35番 変ロ長調 Hob.I-35

2004/11/13 NHKホール
#1526
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ブリテン ヴァイオリン協奏曲 作品15
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

2004/11/13 NHKホール
#1526
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7番 イ長調 作品92

2004/11/19 NHKホール
#1527
C

ルイージ、ファビオ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ツェートマイアー、トーマス(vln.)

2004/11/19 NHKホール
#1527
C

ルイージ、ファビオ レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

2004/11/19 NHKホール
#1527
C

ルイージ、ファビオ ドビュッシー 交響詩「海」

2004/11/24 サントリーホール
#1528
B

ルイージ、ファビオ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ゲルナー、ネルソン(pf.)

2004/11/24 サントリーホール
#1528
B

ルイージ、ファビオ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2004/12/03 NHKホール
#1529
C

デュトワ、シャルル リムスキー・コルサコフ 序曲「ロシアの復活祭」 作品36

2004/12/03 NHKホール
#1529
C

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 交響曲 ハ調

2004/12/03 NHKホール
#1529
C

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

2004/12/08 サントリーホール
#1530
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

2004/12/08 サントリーホール
#1530
B

デュトワ、シャルル ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 エマール、ピエール・ロラン(pf.)

2004/12/08 サントリーホール
#1530
B

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)

横山幸雄(pf.)

2004/12/23 NHKホール ペンデレツキ、クシシュトフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

大倉由紀枝(sop.)/永井和子(alt.)/市
原多朗(ten.)/福島明也(br.)/国立音
楽大学(chor.)

合唱指揮：田中信昭/永井宏

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

清水和音(pf.)
新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

池辺晋一郎 ふるさと、あたたかく…　－オーケストラのために
新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

2005/01/14 NHKホール
#1532
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

小林研一郎 パッサカリア

2005/01/14 NHKホール
#1532
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 ウォーター･ドリーミング バイノン、エミリー(fl.)

2005/01/14 NHKホール
#1532
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2005/01/23 神戸文化ホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201
阪神淡路震災10年追悼N響神戸特別演奏
会

2005/01/23 神戸文化ホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. レクイエム K.626
森麻季(sop.)/福原寿美枝(alt.)
/望月哲也(ten.)/青戸知(br.)/
神戸市混声合唱団(chor.)

阪神淡路震災10年追悼N響神戸特別演奏
会

2005/01/23 神戸文化ホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
アヴェ・ヴェルム・コルプス
K.618

阪神淡路震災10年追悼N響神戸特別演奏
会

2005/01/29 NHKホール
#1534
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ヤンセン、ジャニーヌ(vln.)

2005/01/29 NHKホール
#1534
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2005/02/12 NHKホール
#1535
A

ジャッド、ジェームズ モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

2005/02/12 NHKホール
#1535
A

ジャッド、ジェームズ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
トランペット協奏曲 変ホ長調
Hob.VIIe-1

関山幸弘(trp.)

2005/02/12 NHKホール
#1535
A

ジャッド、ジェームズ ホルスト 組曲「惑星」 作品32 二期会合唱団(femalechor.)

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

ノセダ、ジャナンドレア シュトラウス、リヒャルト 歌劇「カプリッチョ」 作品85：月光の音楽

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

ノセダ、ジャナンドレア 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

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

ノセダ、ジャナンドレア シェック ホルン協奏曲 作品65 松﨑裕(hrn.)

2005/02/18 NHKホール
#1536
C

ノセダ、ジャナンドレア ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2005/02/23 サントリーホール
#1537
B

ノセダ、ジャナンドレア ウェーベルン パッサカリア 作品1



2005/02/23 サントリーホール
#1537
B

ノセダ、ジャナンドレア コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 カヴァコス、レオニダス(vln.)

2005/02/23 サントリーホール
#1537
B

ノセダ、ジャナンドレア チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

2005/04/09 NHKホール
#1538
A

メルクル、準 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 協奏交響曲 変ロ長調 Hob.I-105
篠崎史紀(vln.)/藤森亮一(vlc.)
/茂木大輔(ob.)/水谷上総(fg.)

2005/04/09 NHKホール
#1538
A

メルクル、準 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 横山幸雄(pf.)

2005/04/09 NHKホール
#1538
A

メルクル、準 バルトーク オーケストラのための協奏曲

2005/04/15 NHKホール
#1539
C

メルクル、準 ベートーヴェン 荘厳ミサ曲 ニ長調 作品123

ツィーザク、ルート(sop.)/イーヴェ
ン、クリスティアーネ(alt.)/佐野成宏
(ten.)/ロータリング、ヤン・ヘンドリク
(bs.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/永井宏

2005/04/20 サントリーホール
#1540
B

リットン、アンドリュー 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」
フェルツマン、ウラディーミル
(pf.)

2005/04/20 サントリーホール
#1540
B

リットン、アンドリュー シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2005/05/25 サントリーホール
#1541
B

ヤルヴィ、パーヴォ ペルト フラトレス (1977/1991)

2005/05/25 サントリーホール
#1541
B

ヤルヴィ、パーヴォ 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 ハーン、ヒラリー(vln.)

2005/05/25 サントリーホール
#1541
B

ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2005/06/03 NHKホール
#1542
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト チェロ協奏曲 イ短調 作品129 モルク、トルルス(vlc.)

2005/06/03 NHKホール
#1542
C

ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2005/06/11 NHKホール
#1543
A

ヤルヴィ、パーヴォ トゥール アディトゥス (2000/2002) 日本初演

2005/06/11 NHKホール
#1543
A

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 トラーゼ、アレクサンドル(pf.)

2005/06/11 NHKホール
#1543
A

ヤルヴィ、パーヴォ 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」

2005/06/17 東京オペラシティ タン、ドゥン 望月京 クラウド・ナイン

2005年第53回尾高賞受賞
MusicTomorrow2005
プレトーク(18:20～)：TanDun/望月京/国枝
春恵/白石美雪(司会)

2005/06/17 東京オペラシティ タン、ドゥン 国枝春恵 「地上の平和」
佐竹由美(sop.)/早川りさこ
(hrp.)

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2005プレトーク(18:20～)：
TanDun/望月京/国枝春恵/白石美雪(司
会)

2005/06/17 東京オペラシティ タン、ドゥン タン、ドゥン 紙楽器のための協奏曲
藤井はるか(paperperc.)/稲野珠緒
(paperperc.)/福島優美(paperperc.)

日本初演
MusicTomorrow2005プレトーク(18:20～)：
TanDun/望月京/国枝春恵/白石美雪(司
会)

2005/06/22 サントリーホール
#1544
B

タン、ドゥン チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

2005/06/22 サントリーホール
#1544
B

タン、ドゥン ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

2005/06/22 サントリーホール
#1544
B

タン、ドゥン タン、ドゥン
ザ・マップ～チェロとビデオとオーケストラのため
の協奏曲
(2002)

カルットゥネン、アンッシ(vlc.)
マルチメディア・コントローラー：ヤンニ・ガ
オ(YanniGao)

2005/06/27 東京オペラシティ 佐渡裕 ホルスト 組曲「惑星」 作品32
東京少年少女合唱隊
(femalechor.)/LSTOシニアコア
(femalechor.)

第21回〈東京の夏〉音楽祭2005

2005/07/02 NHKホール
#1545
A

ボレイコ、アンドレイ ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 フレイレ、ネルソン(pf.)

2005/07/02 NHKホール
#1545
A

ボレイコ、アンドレイ フランク 交響詩「呪われた狩人」

2005/07/02 NHKホール
#1545
A

ボレイコ、アンドレイ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2005/07/08 NHKホール
#1546
C

ボレイコ、アンドレイ ボリソワ･オラス 沈黙の王国 日本初演

2005/07/08 NHKホール
#1546
C

ボレイコ、アンドレイ 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.)

2005/07/08 NHKホール
#1546
C

ボレイコ、アンドレイ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲 N響「夏」2005

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー ボアエルデュー ハープ協奏曲 ハ長調 ドゥ・メストレ、グサヴィエ(hrp.) N響「夏」2005

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲 N響「夏」2005

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー ヴェルディ
歌劇「オテロ」：柳の歌「泣きぬれて野のはてに
ただひとり」

トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲 N響「夏」2005

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」：私のお父さん トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー チレーア
歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」：私は神のい
やしいしもべで す

トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー 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 トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー レハール 喜歌劇「メリー・ウィドー」：ヴィリ アの歌 トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

2005/08/03 NHKホール 山下一史 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/03 NHKホール 山下一史 スメタナ 交響詩「モルダウ」
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/03 NHKホール 山下一史 ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/03 NHKホール 山下一史 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

東京ジュニアオーケストラとの合同合奏
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉



2005/08/03 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20

フェスタサマーミューザKAWASAKI2005
司会：茂森あゆみ/高山哲哉
通常の版〔Kalmus〕とは、終曲が異なる
語り：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/03 NHKホール 山下一史 エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1

東京ジュニアオーケストラとの合同合奏
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：茂森あゆみ/高山哲哉

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：彼女こそ私の宝 リッパート、ヘルベルト(ten.)

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：なんと美しい絵姿 リッパート、ヘルベルト(ten.)

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A. 歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A.
歌劇「イドメネオ」 K.366：海の外 なる胸の内の
海は

リッパート、ヘルベルト(ten.)

2005/08/31 サントリーホール
#1547
B

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2005/09/10 NHKホール
#1548
A

スタインバーグ、ピンカス 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」

2005/09/10 NHKホール
#1548
A

スタインバーグ、ピンカス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

ヘルマン、コルネリア(pf.)

2005/09/10 NHKホール
#1548
A

スタインバーグ、ピンカス ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2005/09/16 NHKホール
#1549
C

スタインバーグ、ピンカス シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラウタヴァーラ Book of Visions
日本初演NHK交響楽団、ベルギー国立管
弦楽団、ロイヤル・スコットランド国立管弦
楽団委嘱

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 浜田理恵(sop.)

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2005/09/30 NHKホール
#1551
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 レーピン、ヴァディム(vln.)

2005/09/30 NHKホール
#1551
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 鳥は星形の庭に降りる
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 イソコスキー、ソイル(sop.)
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

フォーレ パヴァーヌ 作品50
Abonnement:MeisterinterpretenII
ウィーン

2005/10/26 NHKホール 小澤征爾 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
NHK音楽祭2005「輝く日本人たち、 それぞ
れの競演」(こどものためのプ ログラム)

2005/10/26 NHKホール 小澤征爾 ガーシュウィン(ロバーツ) コンチェルト・イン・F

マーカス・ロバーツ・トリオ [ロ バー
ツ、マーカス(pf.) / ゲリン、 ローラン
ド(bass) / マルサリス、 ジェイソン
(drums)]

NHK音楽祭2005「輝く日本人たち、 それぞ
れの競演」(こどものためのプ ログラム)

2005/10/26 NHKホール 小澤征爾 千住明 日本交響詩

世界初演 NHK放送80周年記念委嘱 NHK
音楽祭2005「輝く日本人たち、
それぞれの競演」(こどものためのプ ログ
ラム)

2005/11/02 サントリーホール
#1552
B

ギルバート、アラン メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、アラン・ギルバートが指
揮した

2005/11/02 サントリーホール
#1552
B

ギルバート、アラン ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、アラン・ギルバートが指
揮した

2005/11/12 NHKホール
#1553
A

バーメルト、マティアス チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ハーグナー、ヴィヴィアン(vln.)
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した

2005/11/12 NHKホール
#1553
A

バーメルト、マティアス ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した

2005/11/18 NHKホール
#1554
C

バーメルト、マティアス 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

当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した

2005/11/18 NHKホール
#1554
C

バーメルト、マティアス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

クーパー、イモジェン(pf.)
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した

2005/11/18 NHKホール
#1554
C

バーメルト、マティアス ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調
当初出演予定のウォルフガング・サヴァ
リッシュにかわり、マティアス・バーメルトが
指揮した



2005/11/23 サントリーホール
#1555
B

コウト、イルジー モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

2005/11/23 サントリーホール
#1555
B

コウト、イルジー モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 堀正文(vln.)/店村眞積(vla.)

2005/11/23 サントリーホール
#1555
B

コウト、イルジー ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2005/12/02 NHKホール
#1556
C

コウト、イルジー マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

2005/12/02 NHKホール
#1556
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 ヘルムヒェン、マルティン(pf.)

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ マスカーニ 歌劇「仮面」：序曲

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ マスカーニ 歌劇「わが友フリッツ」：涙と苦しみしか残らない
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ チレーア
歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」：私は神のい
やしいしもべで す

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」：間奏曲

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」：華やかに着飾っても
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「ボエーム」：さようなら
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「妖精ヴィッリ」：間奏曲「妖精たちの踊り」

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：お聞きく ださい
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2005/12/07 サントリーホール
#1557
B

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2005/12/10
横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ マスカーニ 歌劇「仮面」：序曲 横浜定期演奏会

2005/12/10
横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」：間奏曲 横浜定期演奏会

2005/12/10
横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「妖精ヴィッリ」：間奏曲「妖精たちの踊り」 横浜定期演奏会

2005/12/10
横浜みなとみらい
ホール

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 横浜定期演奏会

2005/12/15,17,18 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

森麻季(sop.)/ヘルカント、シャルロッ
ト(alt.)/ポホヨネン、ミカ(ten.)/レイ
フェルクス、セルゲイ(br.)/二期会合
唱団(chor.)

合唱指揮：田中信昭

2005/12/24 NHKホール
#1558
A

広上淳一 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ オラトリオ「天地創造」Hob.XXI- 2
釜洞祐子(sop.)/佐野成宏(ten.)/久
保和範(br.)/東京音楽大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/篠崎義昭/阿部純/
船橋洋介

2005/9/16 NHKホール
#1549
C

スタインバーグ、ピンカス シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 ホウ、スザンヌ・イージャ(vln.)
Dmitry Sitkovetsky(vln.)の出演が予 定さ
れていたが、健康上の理由で 直前に来日
できなくなったため、ソリ ストが変更

2006/01/28 NHKホール
#1559
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 テツラフ、クリスティアン(vln.)

2006/01/28 NHKホール
#1559
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2006/02/03 NHKホール
#1560
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338

2006/02/03 NHKホール
#1560
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A. ミサ曲 ハ短調 K.427
幸田浩子(sop.)/半田美和子(sop.)/
福井敬(ten.)/河野克典(br.)/国立音
楽大学(chor.)

2006/02/08 サントリーホール
#1561
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

フォークト、ラルス(pf.)

2006/02/08 サントリーホール
#1561
B

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)

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 リヴァラン
アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

N響創立80周年／サントリーホール20周
年記念公演「武満徹メモリアルデー・コン
サート」

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
N響創立80周年／サントリーホール20周
年記念公演「武満徹メモリアルデー・コン
サート」

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ナッセン ヴァイオリン協奏曲 作品30 エーネス、ジェームズ(vln.)
N響創立80周年／サントリーホール20周
年記念公演「武満徹メモリアルデー・コン
サート」

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

猿谷紀郎
Where is HE?   夢  まじらい～ 谷川俊太郎の詩
"Where is HE?" とともに～

谷川俊太郎(poemandnarr.)

N響委嘱世界初演
N響創立80周年／サントリーホール20周
年記念公演「武満徹メモリアルデー・コン
サート」

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹
フロム・ミー・フローズ・ホワット・ ユー・コール・タ
イム

竹島悟史(perc.)/植松透(perc.)/石
川達也(perc.)/西川圭子(perc.)/安
藤淳子(perc.)

N響創立80周年／サントリーホール20周
年記念公演「武満徹メモリアルデー・コン
サート」

2006/02/25 NHKホール
#1562
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

スクリャービン 交響曲 第1番 ホ長調 作品26
ラーリン、セルゲイ(ten.)/プルデンス
カヤ、マリーナ(mez.sop.)
/国立音楽大学(chor.)

N響創立80周年記念

2006/02/25 NHKホール
#1562
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

スクリャービン プロメテウス (火の詩) 作品60
ヤブロンスキー、ペーテル(pf.)/井口
真由子(TastéraperLuce)/国立音楽
大学(chor.)

N響創立80周年記念川口義晴
(Promethee,Producer)成瀬一裕
(Promethee,LightingDesigner)

2006/03/03 NHKホール
#1563
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

2006/03/03 NHKホール
#1563
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2006/03/08 サントリーホール
#1564
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 ワン、ジャン(vlc.)

2006/03/08,09 サントリーホール
#1564
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 オーチャード定期第38回



2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.) オーチャード定期第38回

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

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

オーチャード定期第38回

2006/03/26
Bunkamura オー
チャードホール

ピヒラー、ギュンター モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.334：第3楽章

オーチャード定期第38回

2006/04/08 NHKホール
#1565
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24

ドノーゼ、ルクサンドラ(mez.sop.)/フ
ルラン、ジャン・ピエール(ten.)/ホワ
イト、ウィラード(br.)/佐藤泰弘(bs.)/
天羽明惠(sop.)/二期会合唱団
(chor.)/東京少年少女合唱隊
(chor.)

N響創立80周年記念

2006/04/14 NHKホール
#1566
C

デュトワ、シャルル ラヴェル スペイン狂詩曲

2006/04/14 NHKホール
#1566
C

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

アンデルジェフスキ、ピョートル
(pf.)

2006/04/14 NHKホール
#1566
C

デュトワ、シャルル シマノフスキ 交響曲 第4番 作品60 「協奏的交響曲」
アンデルジェフスキ、ピョートル
(pf.)

2006/04/14 NHKホール
#1566
C

デュトワ、シャルル ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2006/04/19 サントリーホール
#1567
B

デュトワ、シャルル ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 バティアシュヴィリ、リサ(vln.)

2006/04/19 サントリーホール
#1567
B

デュトワ、シャルル シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

2006/04/19 サントリーホール
#1567
B

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

2006/04/29 NHKホール
#1568
A

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

2006/04/29 NHKホール
#1568
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39番 変ホ長調 K.543

2006/04/29 NHKホール
#1568
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41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2006/05/12 NHKホール
#1569
C

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8番 ハ短調 (1890年稿ノヴァーク版)

2006/05/17 サントリーホール
#1570
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

2006/05/17 サントリーホール
#1570
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2006/06/03 NHKホール
#1571
A

渡邊一正 ハチャトゥリアン
バレエ組曲「ガイーヌ」 第1番 / 第3番：剣の舞 /
ばらの少女たちの踊り/ 子守歌 / レズギンカ舞
曲

2006/06/03 NHKホール
#1571
A

渡邊一正 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 カプソン、ルノー(vln.)

2006/06/03 NHKホール
#1571
A

渡邊一正 ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2006/06/09 NHKホール
#1572
C

メルクル、準 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) シューマン没後150年

2006/06/09 NHKホール
#1572
C

メルクル、準 シューマン、クララ ピアノ協奏曲 イ短調 作品7 伊藤恵(pf.) シューマン没後150年

2006/06/09 NHKホール
#1572
C

メルクル、準 シューマン、ローベルト 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」 シューマン没後150年

2006/06/14 サントリーホール
#1573
B

メルクル、準 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア 宮田まゆみ(笙)
IngridHaebler(pf.)が予定されていたが急病
のため来日が不可能になった

2006/06/14 サントリーホール
#1573
B

メルクル、準 武満徹 セレモニアル 宮田まゆみ(笙)
IngridHaebler(pf.)が予定されていたが急病
のため来日が不可能になった

2006/06/14 サントリーホール
#1573
B

メルクル、準 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

コワセヴィチ、スティーヴン(pf.)
IngridHaebler(pf.)が予定されていたが急病
のため来日が不可能になった

2006/06/14 サントリーホール
#1573
B

メルクル、準 フランク 交響曲 ニ短調
IngridHaebler(pf.)が予定されていたが急病
のため来日が不可能になった

2006/07/08 東京オペラシティ ノット、ジョナサン メーソン
ライトハウス・オブ・イングラン ド・アンド・ウェー
ルズ

日本初演
MusicTomorrow2006プレトーク(15:20～)：
猿谷紀郎/白石美雪(司会)

2006/07/08 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 猿谷紀郎
ここに慰めはない～ゴットフリート・ベンのテキス
トによる

小川明子(mez.sop.)

2006年第54回尾高賞受賞
MusicTomorrow2006
プレトーク(15:20～)：猿谷紀郎/白石美雪
(司会)

2006/07/08 東京オペラシティ ノット、ジョナサン リゲティ サンフランシスコ・ポリフォニー
MusicTomorrow2006プレトーク(15:20～)：
猿谷紀郎/白石美雪(司会)

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「北海の絵」 作品390
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「南国のばら」 作品388
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「大急ぎで」 作品230
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「春の声」 作品410
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「憂いもなく」 作品271
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「騎手」 作品278
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ 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」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ 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」2006～踊るウィーンの調べ
～



2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：道化師の踊り
N響「夏」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/07/21 NHKホール クライツベルク、ヤコフ 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」2006～踊るウィーンの調べ
～

2006/08/06 NHKホール 山下一史 スーザ 行進曲「海を越えた握手」

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2006/08/06 NHKホール 山下一史 リード アルメニアン・ダンス パートI

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2006/08/06 NHKホール 山下一史 ピアソラ(啼鵬) オブリビョン 須川展也(sax.)

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2006/08/06 NHKホール 山下一史 ピアソラ(啼鵬) リベルタンゴ 須川展也(sax.)

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2006/08/06 NHKホール 山下一史 ティケリ アン・アメリカン・エレジー

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2006/08/06 NHKホール 山下一史 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」： 第1楽章

「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ

2006/08/06 NHKホール 山下一史 バーバー 弦楽のためのアダージョ
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ

2006/08/06 NHKホール 山下一史 レスピーギ 交響詩「ローマの松」
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ

2006/08/06 NHKホール 山下一史 スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
「N響ほっとコンサート～オーケストラから
の贈り物～」
司会：黒崎めぐみ

2006/09/02 NHKホール
#1574
A

外山雄三 尾高尚忠 交響曲 第1番 作品35
第2楽章世界初演新発見の第2楽章も含
めて演奏

2006/09/02 NHKホール
#1574
A

外山雄三 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2006/09/08 NHKホール
#1575
C

若杉弘 ウェーベルン パッサカリア 作品1

2006/09/08 NHKホール
#1575
C

若杉弘 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2006/09/13 サントリーホール
#1576
B

若杉弘 武満徹 弦楽のためのレクイエム
当初この公演は岩城宏之が指揮予定だっ
たが、2006年6月に急逝したため、若杉弘
と外山雄三に指揮者が変更になった

2006/09/13 サントリーホール
#1576
B

若杉弘 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ 高橋アキ(pf.)/佐藤紀雄(guit.)
当初この公演は岩城宏之が指揮予定だっ
たが、2006年6月に急逝したため、若杉弘
と外山雄三に指揮者が変更になった

2006/09/13 サントリーホール
#1576
B

若杉弘 黛敏郎 曼荼羅交響曲
当初この公演は岩城宏之が指揮予定だっ
たが、2006年6月に急逝したため、若杉弘
と外山雄三に指揮者が変更になった

2006/09/13 サントリーホール
#1576
B

外山雄三 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」
当初この公演は岩城宏之が指揮予定だっ
たが、2006年6月に急逝したため、若杉弘
と外山雄三に指揮者が変更になった

2006/09/22 NHKホール
#1577
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 ベルキン、ボリス(vln.)
N響創立80周年記念／ショスタコーヴィチ
生誕100年

2006/09/22 NHKホール
#1577
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93
N響創立80周年記念／ショスタコーヴィチ
生誕100年

2006/09/27 サントリーホール
#1578
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2006/09/27 サントリーホール
#1578
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2006/10/06 NHKホール
#1579
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 鳥は星形の庭に降りる

2006/10/06 NHKホール
#1579
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 グリモー、エレーヌ(pf.)

2006/10/06 NHKホール
#1579
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラヴェル
「ダフニスとクロエ」組曲 第1番 /
第2番

栗友会(chor.)

2006/10/14
Walt Disney
Concert Hall

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 グリモー、エレーヌ(pf.) ロサンゼルス

2006/10/14
Walt Disney
Concert Hall

アシュケナージ、ウラディー
ミル

エルガー 変奏曲「謎」 作品36 ロサンゼルス

2006/10/14
Walt Disney
Concert Hall

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー 交響詩「海」 ロサンゼルス

2006/11/05 NHKホール ノリントン、ロジャー モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

2006/11/05 NHKホール ノリントン、ロジャー エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 石坂団十郎(vlc.)

2006/11/05 NHKホール ノリントン、ロジャー モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2006/11/10 NHKホール
#1581
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 庄司紗矢香(vln.)

2006/11/10 NHKホール
#1581
C

ノリントン、ロジャー ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲 第5番 ニ短調

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：岩のように動かずに

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲



2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ 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

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：何というふしだら
な/ あの恩知 らずは約束を破って

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：恋とはどんなもの
かしら

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2006/11/18 NHKホール
#1582
A

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2006/12/02 NHKホール
#1583
A

ツァグロゼク、ローター 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 シューマン没後150年

2006/12/02 NHKホール
#1583
A

ツァグロゼク、ローター シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 オピッツ、ゲアハルト(pf.) シューマン没後150年

2006/12/02 NHKホール
#1583
A

ツァグロゼク、ローター シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120 シューマン没後150年

2006/12/08 NHKホール
#1584
C

ツァグロゼク、ローター マーラー 交響曲 第10番

2006/12/08 NHKホール
#1584
C

ツァグロゼク、ローター ベルク ヴァイオリン協奏曲 樫本大進(vln.)

2006/12/08 NHKホール
#1584
C

ツァグロゼク、ローター バルトーク オーケストラのための協奏曲

2006/12/13 サントリーホール
#1585
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 モーツァルト生誕250年

2006/12/13 サントリーホール
#1585
B

ツァグロゼク、ローター 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.) モーツァルト生誕250年

2006/12/13 サントリーホール
#1585
B

ツァグロゼク、ローター モーツァルト、W.A. 3つのドイツ舞曲 K.605 モーツァルト生誕250年

2006/12/13 サントリーホール
#1585
B

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

モーツァルト生誕250年

2006/12/23 NHKホール 上岡敏之 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ババジャニャン、カリーナ(sop.)
/ラナダ、ヘレーン(alt.)/ヴィーゲル、
ヨハン(ten.)/グロホウスキ、ゲルト
(br.)/国立音楽大学(chor.)

ベートーヴェン「第9」演奏会

2007/01/12 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

2007/01/12 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 ワン、ユジャ(pf.)

2007/01/12 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル 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
チスチャコヴァ、イリーナ(mez.sop.)/
東京混声合唱団(chor.)

2007/01/13 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

2007/01/13 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 ワン、ユジャ(pf.)

2007/01/13 NHKホール
#1586
C

デュトワ、シャルル 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
チスチャコヴァ、イリーナ(mez.sop.)/
東京混声合唱団(chor.)

2007/01/17 サントリーホール
#1587
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2007/01/17 サントリーホール
#1587
B

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.)

2007/01/17 サントリーホール
#1587
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2007/01/27 NHKホール
#1588
A

デュトワ、シャルル モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

2007/01/27 NHKホール
#1588
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 叙情的情景「クレオパトラの死」 グレーヴス、デニス(mez.sop.)

2007/01/27 NHKホール
#1588
A

デュトワ、シャルル サン・サーンス
歌劇「サムソンとデリラ」 作品47：あなたの声に
心は開く

グレーヴス、デニス(mez.sop.)

2007/01/27 NHKホール
#1588
A

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 ルロワ、ギラン(org.)

2007/02/10 NHKホール
#1589
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

2007/02/10 NHKホール
#1589
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

マーラー 交響曲 第4番 ト長調 エク、クララ(sop.)

2007/02/16 NHKホール
#1590
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

2007/02/16 NHKホール
#1590
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2007/02/21 サントリーホール
#1591
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シグルビェルンソン スマルトーナル

2007/02/21 サントリーホール
#1591
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

エルガー 変奏曲「謎」 作品36

2007/02/21 サントリーホール
#1591
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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.)

2007/04/07 NHKホール
#1592
A

バーメルト、マティアス ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第55番 変ホ長調
Hob.I-55  「校長先生」

2007/04/07 NHKホール
#1592
A

バーメルト、マティアス 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 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

2007/04/07 NHKホール
#1592
A

バーメルト、マティアス ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス ブラームス 悲劇的序曲 作品81

2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 トモワ・シントウ、アンナ(sop.)

2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス シュトラウス、リヒャルト 献身 作品10-1 トモワ・シントウ、アンナ(sop.)

2007/04/13 NHKホール
#1593
C

バーメルト、マティアス 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

2007/04/18 東京文化会館 小林研一郎 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番 竹澤恭子(vln.) 東京文化会館公演

2007/04/18 東京文化会館 小林研一郎 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 東京文化会館公演

2007/05/11 NHKホール
#1594
C

フォスター、ローレンス ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)



2007/05/11 NHKホール
#1594
C

フォスター、ローレンス ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス エネスコ ルーマニア狂詩曲 第2番 ニ長調 作品11 東京文化会館公演

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

小菅優(pf.) 東京文化会館公演

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス ラヴェル スペイン狂詩曲 東京文化会館公演

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ 東京文化会館公演

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス ラヴェル 道化師の朝の歌 東京文化会館公演

2007/05/16 東京文化会館 フォスター、ローレンス ラヴェル ボレロ 東京文化会館公演

2007/06/02 NHKホール
#1595
A

尾高忠明 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

2007/06/07 東京オペラシティ 広上淳一 サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 藤森亮一(vlc.)
MicrosoftpresentsN響プレミアムコンサート
～音楽の窓辺～

2007/06/07 東京オペラシティ 広上淳一 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 ルロワ、ギラン(org.)
MicrosoftpresentsN響プレミアムコンサート
～音楽の窓辺～

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣ 東京文化会館公演

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 コーエン、デーヴィッド(vlc.) 東京文化会館公演

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第2番 東京文化会館公演

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版) 東京文化会館公演

2007/06/23 NHKホール
#1596
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 清水和音(pf.)

2007/06/23 NHKホール
#1596
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 作品58 「マンフレッド」

2007/06/29,30 NHKホール
#1597
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2007/06/29,30 NHKホール
#1597
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル 新実徳英 協奏的交響曲～エラン・ヴィ タール～ 木村かをり(pf.&celesta)

2007年第55回尾高賞受賞
MusicTomorrow2007
プレトーク(15:20～)：新実徳英/金
子仁美/白石美雪(司会)

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル マントヴァーニ タイム・ストレッチ～ジェズアルドの作品を下地に
日本初演
MusicTomorrow2007プレトーク(15:20～)：
新実徳英/金子仁美/白石美雪(司会)

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル 金子仁美 Ｎの二乗 (自然・数)
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2007プレトーク(15:20～)：
新実徳英/金子仁美/白石美雪(司会)

2007/07/08
すみだトリフォニー
ホール

ロフェ、パスカル デュサパン エグゼオ
日本初演
MusicTomorrow2007プレトーク(15:20～)：
新実徳英/金子仁美/白石美雪(司会)

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲 N響「夏」2007

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ 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」 ゴルラッチ、アレクセイ(pf.) N響「夏」2007

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 N響「夏」2007

2007/07/20 NHKホール ネトピル、トマーシュ ブラームス ハンガリー舞曲：第4番 N響「夏」2007

2007/08/05 NHKホール 山下一史 バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ドビュッシー
クラリネットとオーケストラのための狂詩曲 第1
番

横川晴児(cl.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 フチーク 小言の多いおじさん 作品210 水谷上総(fg.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ベートーヴェン
2本のオーボエとイングリッシュ・ホルンのための
三重奏曲 ハ長調 作品87：第2楽章

茂木大輔(ob.)/池田昭子(ob.)
/和久井仁(eng.hrn)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 イベール 間奏曲 神田寛明(fl.)/早川りさ子(hrp.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ウェーバー
歌劇「魔弾の射手」：かりゅうどの合唱「かりゅう
どの喜びは」

今井仁志(hrn.)/勝俣泰(hrn.)/竹村
淳司(hrn.)/中島大之(hrn.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 エルガー 愛のあいさつ作品12 木越洋(vlc.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ホフマイスター ヴィオラ協奏曲 ニ長調：第3楽章 佐々木亮(vla.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」：象

西田直文(cb.)/井戸田善之
(cb.)/稲川永示(cb.)/新納益
夫(cb.)/西山真二(cb.)/本間
達朗(cb.)/志賀信雄(cb.)/市
川哲郎(cb.)/金崎美和子(pf.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 モンティ チャールダーシュ 篠崎史紀(vln.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ホルスト
吹奏楽のための組曲 第1番 変ホ長調 作品28-
1

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ吹奏楽

2007/08/05 NHKホール 山下一史 アルベニス スペイン組曲：セヴィリャーナス
大城正司(sax.)/原口浩文(sax.)
/貝沼拓実(sax.)/大津立史
(sax.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/08/05 NHKホール 山下一史 マンジョーネ(岩井直溥) サンチェスのこどもたち 津堅直弘(trp.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽



2007/08/05 NHKホール 山下一史 デューハースト ブラジリア 新田幹男(trb.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ吹奏楽

2007/08/05 NHKホール 山下一史 スパーク パントマイム 外囿祥一郎(euph.)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ吹奏楽

2007/08/05 NHKホール 山下一史 ユーマンス(岩井直溥) キャリオカ

池田幸広(tub.)/石川達也(perc.)/植
松透(perc.)/竹島悟史(perc.)/萱谷
亮一(perc.)/縄田喜久子(perc.)/宮
地良幸(perc.)/山下雅雄(perc.)

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ吹奏楽

2007/08/05 NHKホール 山下一史 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響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2007/09/08 NHKホール
#1598
A

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

2007/09/08 NHKホール
#1598
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24番 ハ短調
K.491

プレヴィン､アンドレ(pf.)

2007/09/08 NHKホール
#1598
A

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

2007/09/14 NHKホール
#1599
C

プレヴィン、アンドレ ラヴェル 組曲「マ・メール・ロア」

2007/09/14 NHKホール
#1599
C

プレヴィン、アンドレ ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)

2007/09/14 NHKホール
#1599
C

プレヴィン、アンドレ ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

2007/09/19 サントリーホール
#1600
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)

2007/09/19 サントリーホール
#1600
B

プレヴィン、アンドレ コープランド バレエ組曲「アパラチアの春」

2007/09/19 サントリーホール
#1600
B

プレヴィン、アンドレ ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2007/09/29 NHKホール
#1601
A

アツモン、モーシェ シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」 作品28

コンスタンティノス・カリーディスに代わり
モーシェ・アツモンが指揮

2007/09/29 NHKホール
#1601
A

アツモン、モーシェ 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」

クリーロフ、セルゲイ(vln.)
コンスタンティノス・カリーディスに代わり
モーシェ・アツモンが指揮

2007/09/29 NHKホール
#1601
A

アツモン、モーシェ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
コンスタンティノス・カリーディスに代わり
モーシェ・アツモンが指揮

2007/10/05 NHKホール
#1602
C

外山雄三 ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 小山実稚恵(pf.)

2007/10/05 NHKホール
#1602
C

外山雄三 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2007/10/24 サントリーホール
#1603
B

マリナー、ネヴィル ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
シュタインバッハー、アラベラ・美歩
(vln.)

2007/10/24 サントリーホール
#1603
B

マリナー、ネヴィル ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2007/11/09 NHKホール
#1604
A

サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「ボエーム」 (演奏会形式)

マルフィージ、アドリアーナ(sop.)/ザ
ナルディ、パトリツィア(sop.)/エン
シーナス、イグナシオ(ten.)/ヴェネ
ツィア、ステファノ(br.)/吉原輝(br.)/
ルジツキ、グレゴル(bs.)/ルメッツ、
パオロ(bs.)/二期会合唱団(chor.)/東
京少年少女合唱隊(children's
chor.)

字幕付合唱指揮：佐藤宏(二期会合唱団)
合唱指揮：長谷川久恵(東京少年少女合
唱隊)

2007/11/16 NHKホール
#1605
C

サンティ、ネルロ 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」

2007/11/16 NHKホール
#1605
C

サンティ、ネルロ 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

2007/11/16 NHKホール
#1605
C

サンティ、ネルロ チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

2007/11/21 サントリーホール
#1606
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第1番 作品138

2007/11/21 サントリーホール
#1606
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2007/11/21 サントリーホール
#1606
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ ドビュッシー 交響詩「海」 NHK音楽祭

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ マスカーニ 歌劇「イリス」：太陽の賛歌 新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ハミング・ コーラス / 間奏曲 新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ プッチーニ
歌劇「トゥーランドット」：斧をとげ
/ 月への祈り「月はまだ出ない のか」

新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「オテロ」：喜びの炎よ 新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「オテロ」：バレエ音楽 NHK音楽祭

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り 新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

2007/11/26 NHKホール サンティ、ネルロ ヴェルディ
歌劇「アイーダ」：エジプトとイジスの神に栄光あ
れ

新国立劇場合唱団(chor.) NHK音楽祭

2007/12/01 NHKホール
#1607
A

ギルバート、アラン メシアン ほほえみ (1989)

2007/12/01 NHKホール
#1607
A

ギルバート、アラン ベルク ヴァイオリン協奏曲
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

2007/12/01 NHKホール
#1607
A

ギルバート、アラン ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2007/12/07 NHKホール
#1608
C

ギルバート、アラン ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

2007/12/07 NHKホール
#1608
C

ギルバート、アラン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
クロフォード・フィリップス、サイモン
(pf.)

2007/12/07 NHKホール
#1608
C

ギルバート、アラン マルティヌー 交響曲 第4番

2007/12/12 サントリーホール
#1609
B

下野竜也 フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 前奏曲
ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

2007/12/12 サントリーホール
#1610
B

下野竜也 プフィッツナー ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品34 キュッヒル、ライナー(vln.)
ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi



2007/12/12 サントリーホール
#1611
B

下野竜也 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24
ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

2007/12/12 サントリーホール
#1612
B

下野竜也 フンパーディンク
歌劇「ヘンゼルとグレーテル」： 夕べの祈り「眠り
の国に十四人 の天使が」 / 夢のパントマイム

ゲスト・コンサートマスター：ヤノーシュ・セ
ルメチJánosSelmeczi

2007/12/23 NHKホール アンドリュー・リットン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

角田祐子(sop.)/石津なをみ(alt.)/カ
ン・ヨセフ(ten.)/キム・テヒョン(br.)/国
立音楽大学(chor.)

2008/01/12 NHKホール
#1610
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/01/12 NHKホール
#1611
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」
(1878/80年稿ノヴァーク 版)

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/01/18 NHKホール
#1611
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥
ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/01/18 NHKホール
#1611
C

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
ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/01/18 NHKホール
#1611
C

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
ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/01/23 サントリーホール
#1612
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー さすらう若者の歌
ゲルハーヘル・クリスティアン
(br.)

2008/01/23 サントリーホール
#1612
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2008/02/09 NHKホール
#1613
A

チョン、ミョンフン メシアン キリストの昇天

2008/02/09 NHKホール
#1613
A

チョン、ミョンフン ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

2008/02/15 NHKホール
#1614
C

チョン、ミョンフン メシアン 忘れられたささげもの

2008/02/15 NHKホール
#1614
C

チョン、ミョンフン マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2008/02/20 サントリーホール
#1615
B

シェレンベルガー、ハンス
イェルク

モーツァルト、W.A. セレナード 変ロ長調 K.361
シェレンベルガー、ハンスイェルク
(ob.)

ブライトコップフ版に基づく

2008/02/20 サントリーホール
#1615
B

シェレンベルガー、ハンス
イェルク

モーツァルト、W.A.
歌劇「イドメネオ」 バレエ音楽
K.367

2008/02/20 サントリーホール
#1615
B

シェレンベルガー、ハンス
イェルク

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

2008/04/05 NHKホール
#1616
A

メルクル、準 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

2008/04/05 NHKホール
#1616
A

メルクル、準 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 中村紘子(pf.)

2008/04/05 NHKホール
#1616
A

メルクル、準 シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

2008/04/11 NHKホール
#1617
C

メルクル、準 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100年

2008/04/16 サントリーホール
#1618
B

ヴィヨーム、エマニュエル ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2008/04/16 サントリーホール
#1618
B

ヴィヨーム、エマニュエル バルトーク ヴィオラ協奏曲 (シェルイ版) 店村眞積(vla.)

2008/04/16 サントリーホール
#1618
B

ヴィヨーム、エマニュエル サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78
ダゴスティーノ、グレゴリー
(org.)

2008/05/10 NHKホール
#1619
A

尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 フライシャー、レオン(pf.)

2008/05/10 NHKホール
#1619
A

尾高忠明 パヌフニク カティンの墓碑銘 (1967)

2008/05/10 NHKホール
#1619
A

尾高忠明 ルトスワフスキ オーケストラのための協奏曲

2008/05/16 NHKホール
#1620
C

尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
ゲルバー、ブルーノ・レオナルド
(pf.)

2008/05/16 NHKホール
#1620
C

尾高忠明 エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2008/05/21 サントリーホール
#1621
B

マリン、イオン ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

2008/05/21 サントリーホール
#1621
B

マリン、イオン エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 メネゼス、アントニオ(vlc.)

2008/05/21 サントリーホール
#1621
B

マリン、イオン ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2008/06/14 NHKホール
#1622
A

ザネッティ、マッシモ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ヘルムヒェン、マルティン(pf.)

2008/06/14 NHKホール
#1622
A

ザネッティ、マッシモ 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 / 第3番 作品101：「モンタ
ギュー家とキャピュレット家 / あ る場面 / 朝の
踊り/ マドリガル/ 少女ジュリエット/ 仮面 / ロメ
オとジュリエット/ タイボルトの死 / ロメオとジュ
リエットの別れ / 西 インドのどれい娘の踊り/
ジュリ エットの墓の前のロメオ /ジュリ エットの
死

2008/06/20 NHKホール
#1623
C

ザネッティ、マッシモ ラヴェル スペイン狂詩曲

2008/06/20 NHKホール
#1623
C

ザネッティ、マッシモ フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2008/06/20 NHKホール
#1623
C

ザネッティ、マッシモ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2008/06/20 NHKホール
#1623
C

ザネッティ、マッシモ レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A.
アリア「だれが知っているでしょ う､私のいとしい
人の苦しみを」
K.582

ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A. アリア「私は行ってしまう､でもどこへ」 K.583 ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ モーツァルト、W.A. アリア「大いなる魂と高貴な心 は」 K.578 ラルソン、リサ(sop.)



2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品17：セレナード ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品56：東から来た三 人の王 ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ シュトラウス、リヒャルト 歌曲集 作品27：あすの朝 ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ シュトラウス、リヒャルト 献身 作品10-1 ラルソン、リサ(sop.)

2008/06/25 サントリーホール
#1624
B

ザネッティ、マッシモ 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

2008/07/01 東京オペラシティ ドロワイエ、ジャン 西村朗 幻影とマントラ

2008年第56回尾高賞受賞
MusicTomorrow2008
プレトーク(18:20～)：西村朗/原田敬子/白
石美雪(司会)

2008/07/01 東京オペラシティ ドロワイエ、ジャン リンドベルイ フェリア
日本初演
MusicTomorrow2008プレトーク(18:20～)：
西村朗/原田敬子/白石美雪(司会)

2008/07/01 東京オペラシティ ドロワイエ、ジャン 原田敬子 エコー・モンタージュ
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2008プレトーク(18:20～)：
西村朗/原田敬子/白石美雪(司会)

2008/07/06 サントリーホール 沼尻竜典 マーラー
こどもの不思議な角笛：ラインの伝説 / 高い知
性への賛歌

河野克典(br.)
新・歌物語vol.10「マーラーの世界」河野克
典バリトン・リサイタル

2008/07/06 サントリーホール 沼尻竜典 マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)
新・歌物語vol.10「マーラーの世界」河野克
典バリトン・リサイタル

2008/07/06 サントリーホール 沼尻竜典 マーラー 交響曲「大地の歌」：「告別」 河野克典(br.)
新・歌物語vol.10「マーラーの世界」河野克
典バリトン・リサイタル

2008/07/18 NHKホール ルイージ、ファビオ チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ペク・ジュヤン(vln.) N響「夏」2008

2008/07/18 NHKホール ルイージ、ファビオ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 N響「夏」2008

2008/07/18 NHKホール ルイージ、ファビオ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93：第2楽章 N響「夏」2008

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 ブリテン マチネ・ミュジカル作品24：「行進曲」
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」：ギャロップ
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 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響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：第1幕 (抜粋)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 ビリック、ジェリー ブロックＭ
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴吹奏楽

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 ヴォーン・ウィリアムズ イギリス民謡組曲
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴吹奏楽

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 ラヴェル ボレロ
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

2008/09/13 NHKホール
#1625
A

ドレヴァンツ、ハンス バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア ホルスト・シュタイン追悼演奏

2008/09/13 NHKホール
#1625
A

ドレヴァンツ、ハンス デニソフ 絵画

2008/09/13 NHKホール
#1625
A

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2008/09/19 NHKホール
#1626
C

エトヴェシュ、ペーテル 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

2008/09/19 NHKホール
#1626
C

エトヴェシュ、ペーテル エトヴェシュ、ペーテル
「セブン」 (コロンビア宇宙飛行士への追悼)～
ヴァイオリンと オーケストラのための
(2006/2007)

諏訪内晶子(vln.)
ＮＨＫ交響楽団・ルツェルン音楽祭委嘱
日本初演

2008/09/19 NHKホール
#1626
C

エトヴェシュ、ペーテル バルトーク オーケストラのための協奏曲

2008/09/24 サントリーホール
#1627
B

タン、ドゥン バルトーク バレエ組曲

2008/09/24 サントリーホール
#1627
B

タン、ドゥン タン、ドゥン
マルコ・ポーロの4つのシークレットロード―オー
ケストラと12のチェロのための(2007年版)

日本初演

2008/09/24 サントリーホール
#1627
B

タン、ドゥン タン、ドゥン ピアノ協奏曲「ファイア」 (2008) 小菅優(pf.) 日本初演

2008/10/04 NHKホール
#1628
A

リットン、アンドリュー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2008/10/04 NHKホール
#1628
A

リットン、アンドリュー シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 クーパー、イモジェン(pf.)

2008/10/04 NHKホール
#1628
A

リットン、アンドリュー チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」

2008/10/17 NHKホール
#1629
C

ノセダ、ジャナンドレア スメタナ 交響詩「ハーコン・ヤール」 作品16

2008/10/17 NHKホール
#1629
C

ノセダ、ジャナンドレア 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 ディンド、エンリコ(vlc.)

2008/10/17 NHKホール
#1629
C

ノセダ、ジャナンドレア 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」

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ NHK音楽祭

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 チャン、サラ(vln.) NHK音楽祭

2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 NHK音楽祭



2008/10/22,23 NHKホール ノセダ、ジャナンドレア チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a：トレパー
ク

NHK音楽祭

2008/10/29 サントリーホール
#1630
B

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

2008/10/29 サントリーホール
#1630
B

ノセダ、ジャナンドレア レスピーギ ブルレスカ 作品59

2008/10/29 サントリーホール
#1630
B

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ(レスピーギ) 5つの練習曲「音の絵」

2008/11/05 サントリーホール
#1631
B

コウト、イルジー パウエル、イルジー ファゴット協奏曲 岡崎耕治(fg.)
ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/11/05 サントリーホール
#1631
B

コウト、イルジー ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」
(1878/80年稿ノヴァーク 版)

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/11/15 NHKホール
#1632
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
ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring

2008/11/15 NHKホール
#1632
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」：第2幕 (演奏会形
式)

ワトソン、リンダ(イゾルデ)/エーベル
ツ、アルフォンス(トリスタン)/バルト
ヴィンソン、マグヌス(国王マルケ)/
マーンケ、クラウディア(ブランゲー
ネ)/木村俊光(メロート)

ゲスト・コンサートマスター：ペーター・ミリン
グPeterMirring
第2幕は682小節～1002小節をカットして
演奏

2008/11/21 NHKホール
#1633
C

コウト、イルジー ドヴォルザーク 交響詩「真昼の魔女」 作品108

2008/11/21 NHKホール
#1633
C

コウト、イルジー ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 エーベルレ、ヴェロニカ(vln.)

2008/11/21 NHKホール
#1633
C

コウト、イルジー ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

2008/12/06 NHKホール
#1634
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」

2008/12/06 NHKホール
#1635
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー オペラ・オラトリオ「エディプス王」

グローヴズ、ポール(ten.)/ラング、ペ
トラ(mez.sop)/ギェルラフ、ロベルト
(bs.)/ウィルソン・ジョンソン、デー
ヴィッド(br.)/大槻孝志(ten.)/平幹二
朗(speaker)/東京混声合唱団
(chor.)

字幕翻訳：井内百合子
語り翻訳：松岡和子

2008/12/12 NHKホール
#1635
C

デュトワ、シャルル フランク 交響詩「アイオリスの人々」

2008/12/12 NHKホール
#1635
C

デュトワ、シャルル ドビュッシー 夜想曲 二期会合唱団(femalechor.)

2008/12/12 NHKホール
#1635
C

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.)

2008/12/17 サントリーホール
#1636
B

デュトワ、シャルル シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

2008/12/17 サントリーホール
#1636
B

デュトワ、シャルル ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ワン、ユジャ(pf.)

2008/12/17 サントリーホール
#1636
B

デュトワ、シャルル チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2008/12/23 NHKホール スラットキン、レナード ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

横山恵子(sop.)/加納悦子(alt.)
/プランテ、ウォルター(ten.)/甲斐栄
次郎(br.)/国立音楽大学(chor.)

2009/01/10 NHKホール
#1637
A

ジンマン、デーヴィッド 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 バティアシュヴィリ、リサ(vln.)

2009/01/10 NHKホール
#1637
A

ジンマン、デーヴィッド シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2009/01/16 NHKホール
#1638
C

ジンマン、デーヴィッド ウェーベルン パッサカリア 作品1

2009/01/16 NHKホール
#1638
C

ジンマン、デーヴィッド マーラー 交響曲 第10番

2009/01/16 NHKホール
#1638
C

ジンマン、デーヴィッド 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

2009/01/21 サントリーホール
#1639
B

キタエンコ、ドミートリ ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

2009/01/21 サントリーホール
#1639
B

キタエンコ、ドミートリ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 上原彩子(pf.)

2009/01/21 サントリーホール
#1639
B

キタエンコ、ドミートリ チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2009/02/07 NHKホール
#1640
A

エリシュカ、ラドミル スメタナ 交響詩「わが祖国」

2009/02/13 NHKホール
#1641
C

リッツィ、カルロ 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.)

2009/02/13 NHKホール
#1641
C

リッツィ、カルロ ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2009/02/18 サントリーホール
#1642
B

下野竜也 ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124

2009/02/18 サントリーホール
#1642
B

下野竜也 ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
オズボーン、スティーヴン(pf.)/
関山幸弘(trp.)

2009/02/18 サントリーホール
#1642
B

下野竜也 フランク 交響曲 ニ短調

2009/04/04 NHKホール
#1643
A

デ・ワールト、エド シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 バロック、スーザン(sop.)

2009/04/04 NHKホール
#1643
A

デ・ワールト、エド
ワーグナー、リヒャルト(フ
リーハー)

指環 ～オーケストラル・アドベンチャー バロック、スーザン(sop.)
「ブリュンヒルデの自己犠牲」の部分のみ
ソプラノ・ソロが加わった

2009/04/10 NHKホール
#1644
C

デ・ワールト、エド チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 ヤンセン、ジャニーヌ(vln.)

2009/04/10 NHKホール
#1644
C

デ・ワールト、エド シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

2009/04/15 サントリーホール
#1645
B

デ・ワールト、エド ショスタコーヴィチ 祝典序曲 作品96

2009/04/15 サントリーホール
#1645
B

デ・ワールト、エド 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

モルク、トルルス(vlc.)

2009/04/15 サントリーホール
#1645
B

デ・ワールト、エド ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67



2009/04/28 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
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
フルートとハープのための協奏曲 ハ長調
K.299：第1楽章

高木綾子(fl.)/吉野直子(hrp.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35：第3楽章 神尾真由子(vln.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 プッチーニ 歌劇「トスカ」：たえなる調和 佐野成宏(ten.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 レハール 喜歌劇「ほほえみの国」：きみはわが心のすべて 佐野成宏(ten.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」：第3楽章

中村紘子(pf.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 ドヴォルザーク 母が教えてくれた歌 佐藤しのぶ(sop.)
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 山本正美（千住明） ねむの木のこもり歌
佐藤しのぶ(sop.)/中村紘子(pf.)/ＮＨ
Ｋ東京児童合唱団(chor.)

美智子皇后作詞
天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/04/28 サントリーホール 外山雄三 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

天皇・皇后両陛下ご成婚５０周年ご即位２
０周年記念コンサート

2009/05/09 NHKホール
#1646
A

ムストネン、オリ ムストネン 3つの神秘 (2002)

2009/05/09 NHKホール
#1646
A

ムストネン、オリ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 ニ長調 作品61 ムストネン、オリ(pf.)
ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品61の作曲
者自身による編曲

2009/05/09 NHKホール
#1646
A

ムストネン、オリ シベリウス 交響曲 第6番 ニ短調 作品104

2009/05/09 NHKホール
#1646
A

ムストネン、オリ シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

2009/05/15 NHKホール
#1647
C

尾高忠明 エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 コーエン、ロバート(vlc.)

2009/05/15 NHKホール
#1647
C

尾高忠明 エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

2009/05/20 サントリーホール
#1648
B

尾高忠明 ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 ゲルナー、ネルソン(pf.)

2009/05/20 サントリーホール
#1648
B

尾高忠明 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 原田敬子 エコー・モンタージュ

2009年第57回尾高賞受賞
MusicTomorrow2009
プレトーク(18:20～)：原田敬子/斉木由美/
藤倉大/白石美雪(司会)

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 斉木由美 モルフォゲネシス

ＮＨＫ委嘱世界初演
MusicTomorrow2009
プレトーク(18:20～)：原田敬子/斉木由美/
藤倉大/白石美雪(司会)

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン 藤倉大 secret forest

紀尾井ホール・いずみホール共同委嘱
2009年第57回尾高賞受賞
MusicTomorrow2009
プレトーク(18:20～)：原田敬子/斉木由美/
藤倉大/白石美雪(司会)

2009/06/01 東京オペラシティ ノット、ジョナサン リゲティ ヴァイオリン協奏曲 (1992) 庄司紗矢香(vln.)
MusicTomorrow2009プレトーク(18:20～)：
原田敬子/斉木由美/藤倉大/白石美雪
(司会)

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン ストラヴィンスキー 管楽器のための交響曲

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン 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 庄司紗矢香(vln.)

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2009/06/06 NHKホール
#1649
A

ノット、ジョナサン ドビュッシー 交響詩「海」

2009/06/12 NHKホール
#1650
C

メルクル、準 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
ヌーブルジェ、ジャン・フレデリック
(pf.)

2009/06/12 NHKホール
#1650
C

メルクル、準 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」 作品21 / 作品61
半田美和子(sop.)/加納悦子
(mez.sop.)/東京音楽大学
(femalechor.)/中井貴惠(narr.)

合唱指導：阿部純

2009/06/17 NHKホール
#1651
B

メルクル、準 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部

2009/06/17 NHKホール
#1651
B

メルクル、準 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 レーピン、ヴァディム(vｌn.)

2009/06/17 NHKホール
#1651
B

メルクル、準 ドビュッシー 映像：イベリア

2009/06/17 NHKホール
#1651
B

メルクル、準 ラヴェル ボレロ

2009/07/17 NHKホール ジャッド、ジェームズ ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92 N響「夏」2009

2009/07/17 NHKホール ジャッド、ジェームズ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

ビス、ジョナサン(pf.) N響「夏」2009

2009/07/17 NHKホール ジャッド、ジェームズ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 N響「夏」2009

2009/07/17 NHKホール ジャッド、ジェームズ ブラームス ハンガリー舞曲：第4番 N響「夏」2009

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 ショスタコーヴィチ 祝典序曲 作品96

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 伊藤康英 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 ホルスト 吹奏楽のための組曲 第2番 ヘ長調 作品28-2

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ
吹奏楽

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 大島ミチル（後藤洋） 大河ドラマ「天地人」：テーマ曲
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ



2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」：火祭りの踊り
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2009/08/02 NHKホール 現田茂夫 レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：黒崎めぐみ

2009/09/09 サントリーホール
#1652
B

ホグウッド、クリストファー ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

2009/09/09 サントリーホール
#1652
B

ホグウッド、クリストファー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ベザイディンオート、クリスティアン
(pf.)

2009/09/09 サントリーホール
#1652
B

ホグウッド、クリストファー ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2009/09/19 NHKホール
#1653
A

ホグウッド、クリストファー メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26 (ローマ稿)

2009/09/19 NHKホール
#1653
A

ホグウッド、クリストファー メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 (初稿) ホープ、ダニエル(vln.)

2009/09/19 NHKホール
#1653
A

ホグウッド、クリストファー メンデルスゾーン
交響曲 第3番 イ短調 作品56
「スコットランド」

2009/10/17 NHKホール
#1655
A

プレヴィン、アンドレ リーム 厳粛な歌 (1996)

2009/10/17 NHKホール
#1655
A

プレヴィン、アンドレ シュトラウス、リヒャルト 歌劇「カプリッチョ」 作品85：最後の場 ロット、フェリシティー(sop.)

2009/10/17 NHKホール
#1655
A

プレヴィン、アンドレ シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53

2009/10/23 NHKホール
#1656
C

プレヴィン、アンドレ プレヴィン オウルズ (2008) 日本初演

2009/10/23 NHKホール
#1656
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23番 イ長調
K.488

池場文美(pf.)

2009/10/23 NHKホール
#1656
C

プレヴィン、アンドレ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2009/10/28 サントリーホール
#1657
B

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」

2009/10/28 サントリーホール
#1657
B

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

2009/10/28 サントリーホール
#1657
B

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

2009/11/05 NHKホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
ハウス・ザ・コンサート中村紘子デビュー50
周年ピアノ協奏曲の夕べwithNHK交響楽
団

2009/11/05 NHKホール 秋山和慶 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 中村紘子(pf.)
ハウス・ザ・コンサート中村紘子デビュー50
周年ピアノ協奏曲の夕べwithNHK交響楽
団

2009/11/05 NHKホール 秋山和慶 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 中村紘子(pf.)
ハウス・ザ・コンサート中村紘子デビュー50
周年ピアノ協奏曲の夕べwithNHK交響楽
団

2009/11/14 NHKホール
#1658
A

サンティ、ネルロ ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

2009/11/14 NHKホール
#1658
A

サンティ、ネルロ シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

2009/11/14 NHKホール
#1658
A

サンティ、ネルロ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2009/11/20 NHKホール
#1659
C

サンティ、ネルロ レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

2009/11/20 NHKホール
#1659
C

サンティ、ネルロ レスピーギ 森の神々
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2009/11/20 NHKホール
#1659
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ
歌劇「オテロ」：柳の歌「泣きぬれて野のはてに
ただひとり」

マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2009/11/20 NHKホール
#1659
C

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「オテロ」：アヴェ・マリア
マルフィージ、アドリアーナ
(sop.)

2009/11/20 NHKホール
#1659
C

サンティ、ネルロ ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2009/11/25 サントリーホール
#1660
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

2009/11/25 サントリーホール
#1660
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

2009/11/25 サントリーホール
#1660
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2009/11/30 NHKホール ゲルギエフ、ワレリー 芥川也寸志 弦楽のための3楽章 NHK音楽祭2009

2009/11/30 NHKホール ゲルギエフ、ワレリー プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 トラーゼ、アレクサンドル(pf.) NHK音楽祭2009

2009/11/30 NHKホール ゲルギエフ、ワレリー チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

NHK音楽祭2009

2009/12/05 NHKホール
#1661
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「アゴン」

2009/12/05 NHKホール
#1661
A

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102 ゲルシュタイン、キリル(pf.)

2009/12/05 NHKホール
#1661
A

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
店村眞積(vla.)/カプソン、ゴーティエ
(vlc.)

2009/12/11 NHKホール
#1662
C

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
シュタインバッハー、アラベラ・美歩
(vln.)

2009/12/11 NHKホール
#1662
C

デュトワ、シャルル ヤナーチェク グラゴル・ミサ曲

ディーナー、メラニー(sop.)/シーコロ
ヴァー、ヤナ(alt.)/オニール、サイモ
ン(ten.)/ペトレンコ、ミハイル(bs.)/小
林英之(org.)/東京混声合唱団(chor.)

合唱指揮：松井慶太

2009/12/16 サントリーホール
#1663
B

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

2009/12/16 サントリーホール
#1663
B

デュトワ、シャルル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ルガンスキー、ニコライ(pf.)



2009/12/16 サントリーホール
#1663
B

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103

2009/12/22 NHKホール マズア、クルト ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

安藤赴美子(sop.)/手嶋眞佐子(alt.)/
福井敬(ten.)/福島明也(br.)/国立音
楽大学(chor.)/東京少年少女合唱隊
(chor.)


