
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「天体の音楽」 作品235
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) 常動曲 作品257
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「観光列車」 作品281
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、リヒャルト ブルレスケ 若林顕(pf.)
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/09 NHKホール
#1664
A

尾高忠明 シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/15 NHKホール
#1665
C

アクセルロッド、ジョン バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/15 NHKホール
#1665
C

アクセルロッド、ジョン チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/15 NHKホール
#1665
C

アクセルロッド、ジョン チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 清水和音(pf.)
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/15 NHKホール
#1665
C

アクセルロッド、ジョン 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
指揮者のローレンス・フォスターは本人の
健康上の理由により来日できなくなったた
め、指揮者変更

2010/01/20 サントリーホール
#1666
B

広上淳一 武満徹 3つの映画音楽

2010/01/20 サントリーホール
#1666
B

広上淳一 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 堀米ゆず子(vln.)
ヴィヴィアン・ハーグナー(vln.)は本人の健
康上の理由により来日できなくなったた
め、出演者変更

2010/01/20 サントリーホール
#1666
B

広上淳一 プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131

2010/02/06 NHKホール
#1667
A

ビシュコフ、セミョーン ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

2010/02/06 NHKホール
#1667
A

ビシュコフ、セミョーン ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2010/02/12 NHKホール
#1668
C

ビシュコフ、セミョーン ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死

2010/02/12 NHKホール
#1668
C

ビシュコフ、セミョーン マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2010/02/17 サントリーホール
#1669
B

ビシュコフ、セミョーン ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ヴォロディン、アレクセイ(pf.)

2010/02/17 サントリーホール
#1669
B

ビシュコフ、セミョーン チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2010/04/10 NHKホール
#1670
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 マーラー生誕150周年

2010/04/16 NHKホール
#1671
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

2010/04/16 NHKホール
#1671
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2010/04/21 サントリーホール
#1672
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2010/05/08 NHKホール
#1673
A

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

2010/05/08 NHKホール
#1673
A

尾高忠明 ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2010/05/14 NHKホール
#1674
C

尾高忠明 武満徹 ノスタルジア 堀正文(vln.)

2010/05/14 NHKホール
#1674
C

尾高忠明 ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ハース版)

2010/05/26 サントリーホール
#1675
B

下野竜也 ボッケリーニ(ベリオ)
マドリードの夜の帰営ラッパ(ボッケリーニの4つ
のオリジナル版による)

2010/05/26 サントリーホール
#1675
B

下野竜也 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 フレイ、ダヴィッド(pf.)

2010/05/26 サントリーホール
#1675
B

下野竜也 バーバー 弦楽のためのアダージョ

2010/05/26 サントリーホール
#1675
B

下野竜也 ブリテン 鎮魂交響曲 作品20

2010/06/05 NHKホール
#1676
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 コーエン、デーヴィッド(vlc.)

2010/06/05 NHKホール
#1676
A

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8番 ト長調 作品88

2010/06/11 サントリーホール
#1677
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2010/06/11 サントリーホール
#1677
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

フランセ クラリネット協奏曲 アシュケナージ、ディミトリ(cl.)

2010/06/11 サントリーホール
#1677
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 勝山雅世(org.)

2010/06/16 サントリーホール
#1678
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」 マーラー生誕150周年

2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル 山根明季子 水玉コレクション No.06
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2010



2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル 藤家溪子 ギター協奏曲 第2番 作品60「恋すてふ」 山下和仁(guit.) MusicTomorrow2010

2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル サリネン、アウリス 室内楽 第8番 作品94「木々はみな緑」 ウィスペルウェイ、ピーター(vlc.)
日本初演
MusicTomorrow2010

2010/06/22 東京オペラシティ ロフェ、パスカル
ダルバヴィ、マルク・アンド
レ

まなざしの根源
日本初演
MusicTomorrow2010

2010/07/02 日比谷公会堂 井上道義 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

小林沙羅(sop.)/福原寿美枝(alt.)/志
田雄啓(ten.)/ハオ、ジョン(br.)/国立
音楽大学合唱団(chor.)/玉川大学芸
術学部合唱団(chor.)/成城合唱団
(chor.)

日比谷公会堂開設80周年記念
「あのときの感動を再び」コンサート

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 スミス、クロード・トーマス フェスティヴァル・ヴァリエーショ ンズ
N響ほっとコンサート～オーケストラ
からの贈り物～
吹奏楽

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 バーンズ パガニーニの主題による幻想変奏曲 　
N響ほっとコンサート～オーケストラ
からの贈り物～
吹奏楽

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 リード 吹奏楽のための第１組曲から「ギャロップ」 本仮屋ユイカ(trb.)
N響ほっとコンサート～オーケストラ
からの贈り物～
吹奏楽

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48：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～

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 アンダソン ジャズ・ピチカート
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 アンダソン プリンク・プレンク・プランク
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a (抜粋)
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

2010/08/01 NHKホール 現田茂夫 ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」：ワルツ
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～

2010/09/10 NHKホール
#1679
C

マリナー、ネヴィル ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

2010/09/10 NHKホール
#1679
C

マリナー、ネヴィル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 シモニアン、ミハイル(vln.)

2010/09/10 NHKホール
#1679
C

マリナー、ネヴィル ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2010/09/15 サントリーホール
#1680
B

マリナー、ネヴィル チャイコフスキー 幻想序曲「ハムレット」 作品67a

2010/09/15 サントリーホール
#1680
B

マリナー、ネヴィル サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 ゲルハルト、アルバン(vlc.)

2010/09/15 サントリーホール
#1680
B

マリナー、ネヴィル ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2010/09/25 NHKホール
#1681
A

マリナー、ネヴィル 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 シューマン生誕200年

2010/09/25 NHKホール
#1681
A

マリナー、ネヴィル シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 シーララ、アンティ(pf.) シューマン生誕200年

2010/09/25 NHKホール
#1681
A

マリナー、ネヴィル シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

シューマン生誕200年

2010/10/15 NHKホール
#1682
A

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「アイーダ」 (演奏会形式)

ルーフィ、フラノ(bs.)/パスクアリー
ニ、セレーナ(mez.sop.)/マルフィー
ジ、アドリアーナ(sop.)/パーク、サン
ドロ(ten.)ルジツキ、グレゴル(bs.)/ル
メッツ、パオロ(br.)/松村英行(ten.)
/大隅智佳子(sop.)/二期会合唱団
(chor.)

合唱指揮：河原哲也
開催曜日・時刻が通常と異なる

2010/10/22 NHKホール
#1683
C

サンティ、ネルロ ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 堤剛(vlc.)

2010/10/22 NHKホール
#1683
C

サンティ、ネルロ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

2010/10/27 サントリーホール
#1684
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

2010/10/27 サントリーホール
#1684
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2010/10/27 サントリーホール
#1684
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2010/11/06 NHKホール プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 NHK音楽祭2010

2010/11/06 NHKホール プレヴィン、アンドレ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 NHK音楽祭2010

2010/11/13 NHKホール
#1685
A

プレヴィン、アンドレ 武満徹 グリーン

2010/11/13 NHKホール
#1685
A

プレヴィン、アンドレ ガーシュウィン コンチェルト・イン・F プレヴィン､アンドレ(pf.)

2010/11/13 NHKホール
#1685
A

プレヴィン、アンドレ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2010/11/19 NHKホール
#1686
C

シュテンツ、マルクス マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
リボーア、クリスティアーネ(sop.)/
フォンドゥング、アンケ(alt.)/東京音
楽大学(chor.)

マーラー生誕150周年

2010/11/24 サントリーホール
#1687
B

シュテンツ、マルクス ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 エーベルレ、ヴェロニカ(vln.)

2010/11/24 サントリーホール
#1687
B

シュテンツ、マルクス シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

2010/12/04 NHKホール
#1688
A

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 アヴデーエワ、ユリアンナ(pf.)

2010/12/04 NHKホール
#1688
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 交響詩「うぐいすの歌」

2010/12/04 NHKホール
#1688
A

デュトワ、シャルル ドビュッシー 交響詩「海」

2010/12/10 NHKホール
#1689
C

デュトワ、シャルル ブリテン 戦争レクイエム 作品66

パヴロフスカヤ、タチャーナ(sop.)/エ
ンズリー、ジョン・マーク(ten.)/グロホ
ウスキ、ゲルト(br.)/東京混声合唱団
(chor.)/NHK東京児童合唱団
(children'schor.)

合唱指揮：松井慶太(東京混声合唱団)/加
藤洋朗(NHK東京児童合唱団)



2010/12/15 サントリーホール
#1690
B

デュトワ、シャルル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 エマール、ピエール・ロラン(pf.)

2010/12/15 サントリーホール
#1690
B

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

2010/12/22 NHKホール リリング、ヘルムート ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ウィルソン、タマラ(sop.)/シントラム、
ダニエラ(alt.)/ウォルティヒ、ドミニク
(ten.)/ナジ、ミヒャエル(br.)/国立音
楽大学(chor.)

ベートーヴェン「第9」演奏会

2011/01/08 NHKホール
#1691
A

ペトレンコ、ワシーリ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 小菅優(pf.)

2011/01/08 NHKホール
#1691
A

ペトレンコ、ワシーリ チャイコフスキー 交響曲 作品58 「マンフレッド」

2011/01/14 NHKホール
#1692
C

マリン、イオン
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」 (一部 原典版使用)

2011/01/14 NHKホール
#1692
C

マリン、イオン ラヴェル 組曲「クープランの墓」

2011/01/14 NHKホール
#1692
C

マリン、イオン ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

2011/01/20 サントリーホール
#1693
B

マリン、イオン ブラームス(ドヴォルザーク)
ハンガリー舞曲：第17番 / 第18番 / 第19番 /
第20番 / 第21番

2011/01/20 サントリーホール
#1693
B

マリン、イオン ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

2011/01/20 サントリーホール
#1693
B

マリン、イオン 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

2011/02/05 NHKホール
#1694
A

チョン、ミョンフン ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ラクリン、ジュリアン(vln.)

2011/02/05 NHKホール
#1694
A

チョン、ミョンフン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2011/02/11 NHKホール
#1695
C

チョン、ミョンフン マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
藤村実穂子(alt.)/新国立劇場合唱
団(chor.)/東京少年少女合唱隊
(chor.)

マーラー没後100年
合唱指揮（新国立劇場合唱団）：三澤洋史
合唱指揮(東京少年少女合唱隊)：長谷川
久恵

2011/02/16 サントリーホール
#1696
B

ノット、ジョナサン ペルト ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌

2011/02/16 サントリーホール
#1696
B

ノット、ジョナサン ドルマン フローズン・イン・タイム
グルービンガー、マルティン
(perc.)

日本初演

2011/02/16 サントリーホール
#1696
B

ノット、ジョナサン ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調 作品141

2011/03/20
パフォーミング・
アーツ・センター

プレヴィン、アンドレ バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア

2011/03/20
パフォーミング・
アーツ・センター

プレヴィン、アンドレ 武満徹 グリーン

2011/03/20
パフォーミング・
アーツ・センター

プレヴィン、アンドレ エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 ミュラー・ショット、ダニエル(vlc.)

2011/03/20
パフォーミング・
アーツ・センター

プレヴィン、アンドレ プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2011/04/10 東京文化会館 メータ、ズビン バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア

東京・春・音楽祭―東京のオペラの森2011
―のローエングリン公演が中止されたか
わりに、当公演がチャリティー公演として
開催された

2011/04/10 東京文化会館 メータ、ズビン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

並河寿美(sop.)/藤村実穂子
(alt.)/福井敬(ten.)/ユン、アッティラ
(br.)/東京オペラシンガーズ(chor.)

東京・春・音楽祭―東京のオペラの森2011
―のローエングリン公演が中止されたか
わりに、当公演がチャリティー公演として
開催された合唱指揮：宮松重紀

2011/04/16 NHKホール
#1697
A

ノリントン、ロジャー エルガー エレジー 作品58

東日本大震災の犠牲者を追悼しての献
奏。当初プログラムに含まれていなかった
エルガーの《エレジー》が冒頭で献奏され
た

2011/04/16 NHKホール
#1697
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

2011/04/16 NHKホール
#1697
A

ノリントン、ロジャー エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2011/04/22 NHKホール
#1698
C

ノリントン、ロジャー マーラー 花の章 マーラー没後100年

2011/04/22 NHKホール
#1698
C

ノリントン、ロジャー マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)
マーラー没後100年バリトンは当初予定さ
れていたディートリヒ・ヘンシェル(br.)から
河野克典(br.)に変更

2011/04/22 NHKホール
#1698
C

ノリントン、ロジャー マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 マーラー没後100年

2011/04/27 サントリーホール
#1699
B

ノリントン、ロジャー 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

2011/04/27 サントリーホール
#1699
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2011/04/27 サントリーホール
#1699
B

ノリントン、ロジャー 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」 ヘルムヒェン、マルティン(pf.)

2011/05/07 NHKホール
#1700
A

尾高忠明 尾高尚忠 交響曲 第1番 作品35 2楽章も含めて演奏(プログラム解説より)

2011/05/07 NHKホール
#1700
A

尾高忠明 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2011/05/13 NHKホール
#1701
C

尾高忠明 ウォルトン チェロ協奏曲 イッサーリス、スティーヴン(vlc.)

2011/05/13 NHKホール
#1701
C

尾高忠明 エルガー 交響曲 第3番 作品88 (ペイン補筆完成版)

2011/05/18 サントリーホール
#1702
B

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

2011/05/18 サントリーホール
#1702
B

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 メルニコフ、アレクサンドル(pf.)

シモン・トルプチェスキにかわり、アレクサ
ンドル・メルニコフが出演
《ピアノ協奏曲第2番》にかわり《ピアノ協奏
曲第1番》を演奏

2011/05/18 サントリーホール
#1702
B

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45



2011/05/28 NHKホール
#1703
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 変容

2011/05/28 NHKホール
#1703
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2011/06/03 NHKホール
#1704
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

プロコフィエフ 組曲「3つのオレンジへの恋」 作品33bis

2011/06/03 NHKホール
#1704
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16
ガヴリリュク、アレクサンダー
(pf.)

2011/06/03 NHKホール
#1704
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シベリウス 交響詩「大洋の女神」 作品73

2011/06/03 NHKホール
#1704
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

2011/06/08 サントリーホール
#1705
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 弦楽八重奏のための2つの小品 作品11 弦楽合奏版

2011/06/08 サントリーホール
#1705
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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 神尾真由子(vln.)

2011/06/08 サントリーホール
#1705
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5番 ニ短調 作品47

2011/06/28 東京オペラシティ ヘラス・カサド、パブロ 尾高尚忠 フルート小協奏曲 作品30a 神田寛明(fl.) MusicTomorrow2011

2011/06/28 東京オペラシティ ヘラス・カサド、パブロ デュティユー コレスポンダンス (2002/2004) ハンニガン、バーバラ(sop.)
日本初演
MusicTomorrow2011

2011/06/28 東京オペラシティ ヘラス・カサド、パブロ 西村朗 オーケストラのための「蘇莫者」 天王寺楽所雅亮会（舞楽）
2011年第59回尾高賞受賞
MusicTomorrow2011

2011/07/15 NHKホール マルッキ、スザンナ ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 N響「夏」

2011/07/15 NHKホール マルッキ、スザンナ ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 樫本大進(vln.) N響「夏」

2011/07/15 NHKホール マルッキ、スザンナ ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 N響「夏」

2011/07/15 NHKホール マルッキ、スザンナ シベリウス クオレマ 作品44：悲しいワルツ N響「夏」

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 ジェイガー、ロバート シンフォニア・ノビリッシマ

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ
吹奏楽

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 保科洋 風紋

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ
吹奏楽

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 リード エル・カミーノ・レアル

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ
吹奏楽

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 東海林修 ディスコ・キッド
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40：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～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 ラヴェル 道化師の朝の歌
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ

2011/08/07 NHKホール 現田茂夫 ハチャトゥリアン バレエ組曲「ガイーヌ」：剣の舞
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
ナビゲーダー：本仮屋ユイカ

2011/09/04 NHKホール 外山雄三 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

N響チャリティコンサートHOPE
司会：黒崎めぐみ

2011/09/04 NHKホール 外山雄三 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 辻井伸行(pf.)
N響チャリティコンサートHOPE
司会：黒崎めぐみ

2011/09/04 NHKホール 外山雄三 ラヴェル ボレロ
N響チャリティコンサートHOPE
司会：黒崎めぐみ

2011/09/10 NHKホール
#1706
A

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 竹澤恭子(vln.)
レオニダス・カヴァコスにかわり、竹澤恭子
が出演

2011/09/10 NHKホール
#1706
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2011/09/16 NHKホール
#1707
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

2011/09/16 NHKホール
#1707
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2011/09/21 サントリーホール
#1708
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

2011/09/21 サントリーホール
#1708
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 (ノヴァーク版)

2011/10/26 サントリーホール
#1711
B

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

2011/10/26 サントリーホール
#1711
B

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」

2011/10/26 サントリーホール
#1711
B

プレヴィン、アンドレ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2011/11/11 NHKホール
#1712
C

シナイスキー、ワシーリ マーラー 交響曲 第10番
指揮者イルジー・コウトにかわり、ワシー
リ・シナイスキーが出演

2011/11/11 NHKホール
#1712
C

シナイスキー、ワシーリ マーラー 交響曲「大地の歌」
マーンケ、クラウディア(alt.)/トレレー
ベン、ジョン(ten.)

指揮者イルジー・コウトにかわり、ワシー
リ・シナイスキーが出演

2011/11/16 サントリーホール
#1713
B

ヤルヴィ、ネーメ ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番
指揮者イルジー・コウトにかわり、ネーメ・
ヤルヴィが出演

2011/11/16 サントリーホール
#1713
B

ヤルヴィ、ネーメ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 ツインマーマン、セルゲ(vln.)
指揮者イルジー・コウトにかわり、ネーメ・
ヤルヴィが出演

2011/11/16 サントリーホール
#1713
B

ヤルヴィ、ネーメ ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70
指揮者イルジー・コウトにかわり、ネーメ・
ヤルヴィが出演

2011/11/26 NHKホール
#1714
A

メルクル、準 マーラー リュッケルトによる5つの歌 ハルプヴァクス、ダニエレ(sop.)
指揮者イルジー・コウトにかわり、準・メル
クルが出演

2011/11/26 NHKホール
#1714
A

メルクル、準 マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ハルプヴァクス、ダニエレ(sop.)
指揮者イルジー・コウトにかわり、準・メル
クルが出演



2011/12/03 NHKホール
#1715
A

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

ウォール、エリン(sop.)/中嶋彰子
(sop.)/天羽明惠(sop.)/ナエフ、イ
ヴォンヌ(alt.)/シェーファー、スザン
ネ(alt.)/ヴィラーズ・ジョン(ten.)/青山
貴(br.)/レマル、ジョナサン(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)/NHK東京児童合
唱団(chor.)

クリスティーネ・ブリューワーにかわり、エリ
ン・ウォールが出演ポール・クローヴズに
かわり、ジョン・ヴィラーズが出演メラニー・
ディーナーにかわり中嶋彰子が出演
合唱指揮(東京混声合唱団)：松井慶太
合唱指揮（NHK東京児童合唱団)：加藤洋
朗

2011/12/09 NHKホール
#1716
C

デュトワ、シャルル ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 バティアシュヴィリ、リサ(vln.)

2011/12/09 NHKホール
#1716
C

デュトワ、シャルル バルトーク 歌劇「青ひげ公の城」 作品11 (演奏会形式)
ザボ、バリント(br.)/メラース、アンド
レア(sop.)

2011/12/14 サントリーホール
#1717
B

デュトワ、シャルル ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

2011/12/14 サントリーホール
#1717
B

デュトワ、シャルル プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26 ルガンスキー、ニコライ(pf.)

2011/12/14 サントリーホール
#1717
B

デュトワ、シャルル バルトーク オーケストラのための協奏曲

2011/12/22 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」

安藤赴美子(sop.)/加納悦子(alt.)福
井敬(ten.)/福島明也(br.)/国立音楽
大学(chor.)

ベートーヴェン「第9」演奏会
合唱指導：田中信昭/永井宏

2012/01/13 NHKホール
#1718
C

エリシュカ、ラドミル スメタナ 交響詩「ワレンシュタインの陣営」 作品14

2012/01/13 NHKホール
#1718
C

エリシュカ、ラドミル ヤナーチェク シンフォニエッタ

2012/01/13 NHKホール
#1718
C

エリシュカ、ラドミル ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60

2012/01/18 サントリーホール
#1719
B

スラットキン、レナード ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

2012/01/18 サントリーホール
#1719
B

スラットキン、レナード ルトスワフスキ チェロ協奏曲 ケラス、ジャン・ギアン(vlc.)

2012/01/18 サントリーホール
#1719
B

スラットキン、レナード ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2012/01/28 NHKホール
#1720
A

スラットキン、レナード ペルト フラトレス (1977/1991)

2012/01/28 NHKホール
#1720
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
サレルノ・ソネンバーグ、ナージャ
(vln.)

2012/01/28 NHKホール
#1720
A

スラットキン、レナード チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 プッチーニ 歌劇「トスカ」：たえなる調和 西村悟(ten.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：誰も寝てはならぬ 西村悟(ten.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104： 第1楽章 藤森亮一(vlc.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲 前橋汀子(vln.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 ヴェルディ 歌劇「椿姫」：ああ、そはかの人か―花から花へ 澤畑恵美(sop.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 ショーソン 詩曲 作品25 成田達輝(vln.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/04 NHKホール 尾高忠明 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 清水和音(pf.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 尾高尚忠 フルート小協奏曲 作品30a：第2楽章 / 第3楽章 小山裕幾(fl.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 サン・サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ 作品28 渡辺玲子(vln.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 ブリテン ディヴァージョンズ 作品21 (抜粋) 舘野泉(pf.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 ラヴェル チガーヌ 戸田弥生(vln.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 ヴェルディ 歌劇「オテロ」：アヴェ・マリア 木下美穂子(sop.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 プッチーニ 歌劇「トスカ」：歌に生き、恋に生き 木下美穂子(sop.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/05 NHKホール 尾高忠明 グレグソン サクソフォン協奏曲 須川展也(sax.)
日本音楽コンクール80周年ガラ・コンサー
ト
司会：池辺晋一郎/黒柳徹子

2012/02/11 NHKホール
#1721
A

ド・ビリー、ベルトラン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2012/02/11 NHKホール
#1721
A

ド・ビリー、ベルトラン 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 ファウスト、イザベル(vln.)

2012/02/11 NHKホール
#1721
A

ド・ビリー、ベルトラン シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2012/02/17 NHKホール
#1722
C

ノセダ、ジャナンドレア チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 マツーエフ、デニス(pf.)

2012/02/17 NHKホール
#1722
C

ノセダ、ジャナンドレア カゼッラ 交響曲 第2番 ハ短調 作品12

2012/02/22 サントリーホール
#1723
B

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2番 ト短調 作品126 ディンド、エンリコ(vlc.)



2012/02/22 サントリーホール
#1723
B

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

2012/04/14 NHKホール
#1724
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72：序曲

2012/04/14 NHKホール
#1724
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
ヘルムヒェン、マルティン(pf.)/エーベ
ルレ、ヴェロニカ(vln.)/石坂団十郎
(vlc.)

2012/04/14 NHKホール
#1724
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2012/04/20 NHKホール
#1725
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

2012/04/20 NHKホール
#1725
C

ノリントン、ロジャー ティペット 交響曲 第1番

2012/04/20 NHKホール
#1725
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

2012/04/25 サントリーホール
#1726
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

2012/04/25 サントリーホール
#1726
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 河村尚子(pf.)

2012/04/25 サントリーホール
#1726
B

ノリントン、ロジャー ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2012/05/12 NHKホール
#1727
A

尾高忠明 オネゲル 交響詩「夏の牧歌」

2012/05/12 NHKホール
#1727
A

尾高忠明 ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 オールソン、ギャリック(pf.)

2012/05/12 NHKホール
#1727
A

尾高忠明 デュリュフレ レクイエム 作品9
加納悦子(mez.sop.)/三原剛(br.)/新
国立劇場合唱団(chor.)

合唱指揮：冨平恭平

2012/05/18 NHKホール
#1728
C

広上淳一 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.)/西久保友広(perc.)/
村居勲(perc.)

2012/05/18 NHKホール
#1728
C

広上淳一 バーバー 弦楽のためのアダージョ

2012/05/18 NHKホール
#1728
C

広上淳一 バーンスタイン 交響曲 第1番 「エレミア」 フレンケル、ラヘル(mez.sop.)

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー バレエ音楽「カンマ」

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー サクソフォンとオーケストラのための狂詩曲 須川展也(alt.sax.)

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー(マシューズ)
前奏曲集第1巻：パックの踊り/
ミンストレル

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー(マシューズ) 前奏曲集第2巻：水の精 / 花火

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ドビュッシー(アンセルメ) 古代のエピグラフ

2012/05/30 サントリーホール
#1729
B

メルクル、準 ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2012/06/09 NHKホール
#1730
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

リムスキー・コルサコフ 組曲「サルタン皇帝の物語」 作品57

2012/06/09 NHKホール
#1730
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

グリエール ホルン協奏曲 変ロ長調 作品91 バボラーク、ラデク(hrn.)

2012/06/09 NHKホール
#1730
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

2012/06/15 NHKホール
#1731
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

コダーイ ガランタ舞曲

2012/06/15 NHKホール
#1731
C

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2番 バヴゼ、ジャン・エフラム(pf.)

2012/06/15 NHKホール
#1731
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

2012/06/20 サントリーホール
#1732
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

2012/06/20 サントリーホール
#1732
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 チュマチェンコ、アナ(vln.)

2012/06/20 サントリーホール
#1732
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

2012/06/29 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ 法倉雅紀 莫囂圓隣之大相七兄爪謁氣
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2012

2012/06/29 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ 尾高惇忠 交響曲「時の彼方へ」
仙台『フィルハーモニー』管弦楽団委嘱
2012年第60回尾高賞受賞
MusicTomorrow2012

2012/06/29 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ リンドベルイ パラダ
日本初演
MusicTomorrow2012

2012/06/29 東京オペラシティ マクミラン、ジェームズ マクミラン ヴァイオリン協奏曲 諏訪内晶子(vln.)
日本初演
MusicTomorrow2012

2012/07/04 サントリーホール 広上淳一 外山雄三 ノールショピング交響楽団のためのプレリュード
音楽とともに～外山雄三の世界～
トーク・ゲスト：池辺晋一郎
司会：壇ふみ

2012/07/04 サントリーホール 広上淳一 外山雄三 ピアノ協奏曲 (1984) 中村紘子(pf.)
音楽とともに～外山雄三の世界～
トーク・ゲスト：池辺晋一郎
司会：壇ふみ

2012/07/04 サントリーホール 広上淳一 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー
音楽とともに～外山雄三の世界～
トーク・ゲスト：池辺晋一郎
司会：壇ふみ

2012/07/04 サントリーホール 外山雄三 外山雄三 交響曲「帰国」
音楽とともに～外山雄三の世界～
トーク・ゲスト：池辺晋一郎
司会：壇ふみ

2012/07/20 NHKホール アクセルロッド、ジョン ビゼー 「カルメン」組曲 (抜粋) N響「夏」2012東京公演

2012/07/20 NHKホール アクセルロッド、ジョン ショーソン 詩曲 作品25 コリー・ダルバ、レイチェル(vln.) N響「夏」2012東京公演

2012/07/20 NHKホール アクセルロッド、ジョン ラヴェル チガーヌ コリー・ダルバ、レイチェル(vln.) N響「夏」2012東京公演

2012/07/20 NHKホール アクセルロッド、ジョン サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 近藤岳(org.) N響「夏」2012東京公演

2012/07/20 NHKホール アクセルロッド、ジョン ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」：火祭りの踊り N響「夏」2012東京公演



2012/07/21
ザ・シンフォニー
ホール

アクセルロッド、ジョン ビゼー 「カルメン」組曲 (抜粋) N響「夏」2012大阪公演

2012/07/21
ザ・シンフォニー
ホール

アクセルロッド、ジョン ショーソン 詩曲 作品25 コリー・ダルバ、レイチェル(vln.) N響「夏」2012大阪公演

2012/07/21
ザ・シンフォニー
ホール

アクセルロッド、ジョン ラヴェル チガーヌ コリー・ダルバ、レイチェル(vln.) N響「夏」2012大阪公演

2012/07/21
ザ・シンフォニー
ホール

アクセルロッド、ジョン サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 近藤岳(org.) N響「夏」2012大阪公演

2012/08/05 NHKホール 山下一史 シュトラウス、リヒャルト
交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30：
導入部

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34 (語りつき) 渡邊佐和子(narr.)
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 ウィリアムズ、ジョン
映画「スターウォーズ」：スター・ウォーズのテー
マ / 帝国のマー チ

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 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

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 ホルスト 組曲「惑星」 作品32：火星 / 木星
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78： 第2楽章第2部
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 杉本竜一/福嶋頼秀 BELIEVE
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/08/05 NHKホール 山下一史 エルガー 愛のあいさつ 作品12
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：渡邊佐和子(NHKアナウン
サー)

2012/09/01 国家大劇院 尾高忠明 武満徹 ハウ・スロー・ザ・ウィンド
中国ツアー2012～日中国交正常化40周年
記念～

2012/09/01 国家大劇院 尾高忠明 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 サ、チェン(pf.)

中国ツアー2012～日中国交正常化40周年
記念～
当初ソリストはユンディ・リと発表されてい
たが、サ・チェンに変更となった

2012/09/01 国家大劇院 尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
中国ツアー2012～日中国交正常化40周年
記念～

2012/09/01 国家大劇院 尾高忠明 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア
中国ツアー2012～日中国交正常化40周年
記念～

2012/09/15 NHKホール
#1733
A

プレヴィン、アンドレ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2012/09/21 NHKホール
#1734
C

スラットキン、レナード リャードフ 8つのロシア民謡 作品58

2012/09/21 NHKホール
#1734
C

スラットキン、レナード 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」

2012/09/26 サントリーホール
#1735
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A. 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

2012/09/26 サントリーホール
#1735
B

プレヴィン、アンドレ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2012/09/26 サントリーホール
#1735
B

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

2012/10/13 NHKホール
#1736
A

マゼール、ロリン チャイコフスキー 組曲 第3番 ト長調 作品55

2012/10/13 NHKホール
#1736
A

マゼール、ロリン グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 キュッヒル、ライナー(vln.)

2012/10/13 NHKホール
#1736
A

マゼール、ロリン スクリャービン 法悦の詩 作品54

2012/10/19 NHKホール
#1737
C

マゼール、ロリン
ワーグナー、リヒャルト(マ
ゼール)

言葉のない「指環」～ニーベルングの指環管弦
楽曲集

ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2012/10/24 サントリーホール
#1738
B

マゼール、ロリン 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：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2012/10/24 サントリーホール
#1738
B

マゼール、ロリン ウェーバー クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74 オッテンザマー、ダニエル(cl.)
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2012/10/24 サントリーホール
#1738
B

マゼール、ロリン ラヴェル スペイン狂詩曲
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2012/10/24 サントリーホール
#1738
B

マゼール、ロリン ラヴェル ボレロ
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2012/11/10 NHKホール
#1739
A

デ・ワールト、エド 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 堀正文(vln.)

2012/11/10 NHKホール
#1739
A

デ・ワールト、エド 武満徹 ノスタルジア 堀正文(vln.)

2012/11/10 NHKホール
#1739
A

デ・ワールト、エド ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ワルキューレ」：第1幕 (演奏会形式)

ウェストブレーク、エヴァ・マリア(ジー
クリンデ)/アーケン、フランク・ファン
(ジークムント)/ハルフヴァルソン、エ
リック(フンディング)

2012/11/16 NHKホール
#1740
C

デ・ワールト、エド ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ノヴァーク版)

2012/11/21 サントリーホール
#1741
B

デ・ワールト、エド メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

ゲスト・コンサートマスター：ダンカン・リデ
ルDuncanRidell

2012/11/21 サントリーホール
#1741
B

デ・ワールト、エド ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ヤンセン、ジャニーヌ(vln.)
ゲスト・コンサートマスター：ダンカン・リデ
ルDuncanRidell

2012/11/21 サントリーホール
#1741
B

デ・ワールト、エド シュトラウス、リヒャルト 家庭交響曲 作品53
ゲスト・コンサートマスター：ダンカン・リデ
ルDuncanRidell



2012/12/01 NHKホール
#1742
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 歌劇「夜鳴きうぐいす」 (演奏会形式)

クリスティ、アンナ(夜鳴きうぐいす)/
アクセンティ、ディアナ(料理人)/モン
トヴィダス、エドガラス(漁師)/ウィル
ソン・ジョンソン、デーヴィッド(中国皇
帝)/青山貴(侍従)/レマル、ジョナサ
ン(僧侶)/メシェン、エロディ(死に
神)/村上公太(日本からの使者)/畠
山茂(日本からの使者)/二期会合唱
団(chor.)

字幕つき副指揮：岩村力
合唱指揮(二期会)：冨平恭平/鈴木彰久
字幕：田辺佐保子
字幕操作：イヤホンガイド/G・マーク

2012/12/01 NHKホール
#1742
A

デュトワ、シャルル ラヴェル 歌劇「こどもと魔法」 (演奏会形式・字幕つき)

エブラール、エレーヌ(子供)/メシェ
ン、エロディ(ママ&カップ&トンボ)/ア
クセンティ、ディアナ(安楽椅子&雌猫
&リス&羊飼いの男)/クリスティ、アン
ナ(火
&うぐいす)/天羽明惠(お姫様
&コウモリ&フクロウ&羊飼いの娘)/レ
マル、ジョナサン(ソファー&木)/ウィ
ルソン・ジョンソン、デーヴィッド(大時
計&雄猫)/モントヴィダス、エドガラス
(ティーポット&小さな老人&雨蛙)/二
期会合唱団(chor.)/NHK東京児童合
唱団(children
chor.)

副指揮：岩村力
合唱指揮(二期会)：冨平恭平/鈴木彰久
合唱指揮(NHK東京児童合唱団)：大谷研
二
字幕：和田ひでき
字幕操作：イヤホンガイド/G・マーク

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

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

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

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

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

デュトワ、シャルル レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

デュトワ、シャルル レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

2012/12/07 NHKホール
#1743
C

デュトワ、シャルル レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2012/12/12 サントリーホール
#1744
B

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)

2012/12/12 サントリーホール
#1744
B

デュトワ、シャルル シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 レーピン、ヴァディム(vln.)

2012/12/12 サントリーホール
#1744
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2012/12/22 NHKホール ノリントン、ロジャー ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

バラインスキ、クラウディア(sop.)/ヘ
ルツェル、ウルリケ(alt.)/成田勝美
(ten.)/ボーク、ロバート(br.)/国立音
楽大学
(chor.)

合唱指導：田中信昭/永井宏

2013/01/11 NHKホール
#1745
C

ジンマン、デーヴィッド マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2013/01/16 サントリーホール
#1746
B

ジンマン、デーヴィッド ブゾーニ 悲しき子守歌

2013/01/16 サントリーホール
#1746
B

ジンマン、デーヴィッド シェーンベルク 清められた夜 作品4

2013/01/16 サントリーホール
#1746
B

ジンマン、デーヴィッド ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 グリモー、エレーヌ(pf.)

2013/01/26 NHKホール
#1747
A

アクセルロッド、ジョン バーンスタイン 交響曲 第2番 「不安の時代」 グッドイヤー、ステュアート(pf.)
ゲスト・コンサートマスター：イゴール・グ
ルップマンIgorGruppman

2013/01/26 NHKホール
#1747
A

アクセルロッド、ジョン ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
ゲスト・コンサートマスター：イゴール・グ
ルップマンIgorGruppman

2013/02/09 NHKホール
#1748
A

ウルフ、ヒュー アデス 歌劇「パウダー・ハー・フェイス」 から ダンス 日本初演

2013/02/09 NHKホール
#1748
A

ウルフ、ヒュー 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」 ルイス、ポール(pf.)

2013/02/09 NHKホール
#1748
A

ウルフ、ヒュー プロコフィエフ

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

『フィルハーモニー』曲目解説によると、
「本公演では、組曲そのままではなく、そ
のうちの8曲を選び、ほぼ物語に沿った順
序で演奏する」

2013/02/15 NHKホール
#1749
C

メルクル、準 サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 ミュラー・ショット、ダニエル(vlc.)

2013/02/15 NHKホール
#1749
C

メルクル、準 ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 国立音楽大学(chor.) 合唱指導：田中信昭/永井宏

2013/02/20 サントリーホール
#1750
B

メルクル、準 リスト 交響詩「レ・プレリュード」

2013/02/20 サントリーホール
#1750
B

メルクル、準 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 シュフ、ヘルベルト(pf.)

2013/02/20 サントリーホール
#1750
B

メルクル、準 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 新山恵理(org.)

2013/02/28 NHKホール 渡邊一正 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響チャリティーコンサートHOPE

2013/02/28 NHKホール 渡邊一正 ラロ
スペイン交響曲 ニ短調 作品21：第1楽章 / 第4
楽章 / 第5楽章

山根一仁(vln.) N響チャリティーコンサートHOPE

2013/02/28 NHKホール 渡邊一正 チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33 横坂源(vlc.) N響チャリティーコンサートHOPE

2013/02/28 NHKホール 渡邊一正 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 外山啓介(pf.) N響チャリティーコンサートHOPE

2013/04/13 NHKホール
#1751
A

ウンジャン、ピーター 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 ムローヴァ、ヴィクトリア(vln.)

2013/04/13 NHKホール
#1751
A

ウンジャン、ピーター ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2013/04/19 NHKホール
#1752
C

ビシュコフ、セミョーン ヴェルディ レクイエム

ポプラフスカヤ、マリナ(sop.)/ラチ
ヴェリシュヴィリ、アニタ(alt.)/ピタス、
ディミトリ(ten.)/ヴォロビエフ、ユーリ
(bs.)/新国立劇場合唱団(chor.)

～ヴェルディ生誕200年～
合唱指揮：三澤洋史



2013/04/24 サントリーホール
#1753
B

ビシュコフ、セミョーン デュビュニョン
2台のピアノと2つのオーケストラのための協奏
曲 作品54 「バトルフィールド」

ラベック、カティア(pf.)/ラベック、マリ
エル(pf.)

日本初演

2013/04/24 サントリーホール
#1753
B

ビシュコフ、セミョーン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2013/05/11 NHKホール
#1754
A

尾高忠明 エルガー 序曲「フロアサール」 作品19

2013/05/11 NHKホール
#1754
A

尾高忠明 ディーリアス
歌劇「村のロメオとジュリエット」：間奏曲「天国へ
の道」

2013/05/11 NHKホール
#1754
A

尾高忠明 ヴォーン・ウィリアムズ テューバ協奏曲 ヘ短調 池田幸広(tub.)

2013/05/11 NHKホール
#1754
A

尾高忠明 ウォルトン 交響曲 第1番

2013/05/17 NHKホール
#1755
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

2013/05/17 NHKホール
#1755
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48

2013/05/17 NHKホール
#1755
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：序曲 / ダッタ ン人の踊り

2013/05/22 サントリーホール
#1756
B

タン、ドゥン タン、ドゥン
The Tears of Nature ～日本の津波犠牲者の追
憶に

竹島悟史(marimba) 日本初演

2013/05/22 サントリーホール
#1756
B

タン、ドゥン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

2013/05/22 サントリーホール
#1756
B

タン、ドゥン タン、ドゥン 女書：The Secret Songs of Women 早川りさこ(hrp.)

NHK交響楽団、ロイアル・コンセルトヘボウ
管弦楽団、フィラデルフィア管弦楽団共同
委嘱
世界初演

2013/06/08 NHKホール
#1757
A

下野竜也 バッハ、J.S.(エルガー)
幻想曲とフーガ ハ短調
BWV537

2013/06/08 NHKホール
#1757
A

下野竜也 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ゲルナー、ネルソン(pf.)

2013/06/08 NHKホール
#1757
A

下野竜也 ホルスト 組曲「惑星」 作品32 東京混声合唱団(femalechor.) 合唱指揮：水戸博之

2013/06/14 NHKホール
#1758
C

チョン、ミョンフン ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2013/06/14 NHKホール
#1758
C

チョン、ミョンフン ロッシーニ 悲しみの聖母
ソ、ソニョン(sop.)/山下牧子(sop.)/カ
ン、ヨセフ(ten.)/パク、ジョンミン
(bs.)/東京混声合唱団(chor.)

合唱指揮：松井慶太

2013/06/19 サントリーホール
#1759
B

チョン、ミョンフン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

チョ、ソンジン(pf.)

2013/06/19 サントリーホール
#1759
B

チョン、ミョンフン マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2013/06/25 東京オペラシティ 下野竜也 酒井健治 ホワイトアウト
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2013

2013/06/25 東京オペラシティ 下野竜也 野平一郎 彼方、そして傍らに 篠崎史子(hrp.)
2013年第61回尾高賞受賞
MusicTomorrow2013

2013/06/25 東京オペラシティ 下野竜也 ノルドグレン
左手のためのピアノ協奏曲 作品129～小泉八
雲の「怪談」に よる「死体にまたがった男」

舘野泉(pf.) MusicTomorrow2013

2013/06/25 東京オペラシティ 下野竜也 ペルト シンドネ
日本初演
MusicTomorrow2013

2013/08/04 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
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：ガヴォット
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：近所 の人たち
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 ラヴェル 古風なメヌエット
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437
N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 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
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品 20：情景 (第2幕) /
スペインの踊り/ ナポリの踊り

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子
バレエ：牧阿佐美バレヱ団

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー

バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：コーヒー
(アラビアの踊り) / お茶 (中国の踊り) / トレ
パーク
(ロシアの踊り)

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子
バレエ：牧阿佐美バレヱ団

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66：パ・ド・カ
ラクテール(長靴をはいたねこと白いねこ) / パ・
ド・ドゥー (オーロラ姫とデザイア王子)

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子
バレエ：牧阿佐美バレヱ団

2013/08/04 NHKホール 山下一史 ストラヴィンスキー
バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版）：カッチェイ王
の魔の踊り/ こもり歌 / 終曲

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/04 NHKホール 山下一史 チャイコフスキー
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71：花のワル
ツ

N響ほっとコンサート
ナビゲーター：岩槻里子

2013/08/25
Saltzburg
Felsenreitsch ule

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) ザルツブルク音楽祭

2013/08/25
Saltzburg
Felsenreitsch ule

デュトワ、シャルル 細川俊夫 嘆き プロハスカ、アンナ(sop.)
ザルツブルク音楽祭委嘱世界初演
ザルツブルク音楽祭

2013/08/25
Saltzburg
Felsenreitsch ule

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 ザルツブルク音楽祭

2013/08/25
Saltzburg
Felsenreitsch ule

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 ザルツブルク音楽祭

2013/09/11 サントリーホール
#1760
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 大学祝典序曲 作品80

2013/09/11 サントリーホール
#1760
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a



2013/09/11 サントリーホール
#1760
B

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

2013/09/21 NHKホール
#1761
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

2013/09/21 NHKホール
#1761
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2013/09/27 NHKホール
#1762
C

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
ツィンマーマン、フランク・ペーター
(vln.)

2013/09/27 NHKホール
#1762
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2013/10/02 NHKホール オーギャン、フィリップ ワーグナー、リヒャルト
舞台神聖祭典劇「パルシファル」：前奏曲 / 役立
つのはただ 一つの武器

オニール、サイモン(ten.)
NHK音楽祭2013ワーグナー生誕200年
ワーグナーガラ・コンサート

2013/10/02 NHKホール オーギャン、フィリップ ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲と愛の死
NHK音楽祭2013ワーグナー生誕200年
ワーグナーガラ・コンサート

2013/10/02 NHKホール オーギャン、フィリップ ワーグナー、リヒャルト

楽劇「神々のたそがれ」：夜明け / あなたの新し
い働きを /ジークフリートのラインの旅 / ブリュ
ンヒルデよ、神聖な花嫁よ /ジークフリートの葬
送行進曲 / ブリュンヒルデの自己犠牲

ヨハンソン、エヴァ(sop.)/オニール、
サイモン(ten.)

NHK音楽祭2013ワーグナー生誕200年
ワーグナーガラ・コンサート

2013/10/09 サントリーホール
#1763
B

ノリントン、ロジャー グルック (ワーグナー) 歌劇「アウリスのイフィゲニア」：序曲

2013/10/09 サントリーホール
#1763
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19 レヴィン、ロバート(pf.)

2013/10/09 サントリーホール
#1763
B

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ブリテン 夜想曲 作品60 ギルクリスト、ジェームズ(ten.)
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 4つの海の間
奏曲 作品33a

ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/19 NHKホール
#1764
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/25 NHKホール
#1765
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/25 NHKホール
#1765
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 フォークト、ラルス(pf.)
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/10/25 NHKホール
#1765
C

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
ゲスト・コンサートマスター：ヴェスコ・エ
シュケナージVeskoEschkenazy

2013/11/08 NHKホール
#1766
A

サンティ、ネルロ ヴェルディ 歌劇「シモン・ボッカネグラ」 (演奏会形式)

ルメッツ、パオロ(シモン)/マルフィー
ジ、アドリアーナ(アメリア)
/ルジツキ、グレゴル(フィエスコ)/
パーク、サンドロ(ガブリエレ)/吉原輝
(パオロ)/ルーフィ、フラノ(ピエトロ)/
中島郁子(侍女)/松村英行(射手隊
長)/二期会合唱団(chor.)

合唱指揮：河原哲也
字幕つき

2013/11/15 NHKホール
#1767
C

ソヒエフ、トゥガン ボロディン 交響詩「中央アジアの草原で」

2013/11/15 NHKホール
#1767
C

ソヒエフ、トゥガン ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ベレゾフスキー、ボリス(pf.)

2013/11/15 NHKホール
#1767
C

ソヒエフ、トゥガン プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2013/11/20 サントリーホール
#1768
B

ソヒエフ、トゥガン リャードフ 交響詩「魔の湖」 作品62

2013/11/20 サントリーホール
#1768
B

ソヒエフ、トゥガン ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第2番 嬰ハ短調 作品129 諏訪内晶子(vln.)

2013/11/20 サントリーホール
#1768
B

ソヒエフ、トゥガン チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2013/11/30 NHKホール
#1769
A

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

2013/11/30 NHKホール
#1769
A

デュトワ、シャルル リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 ハフ、スティーヴン(pf.)

2013/11/30 NHKホール
#1769
A

デュトワ、シャルル ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調 作品141

2013/12/06 NHKホール
#1770
C

デュトワ、シャルル プーランク グロリア
ウォール、エリン(sop.)/新国立劇場
合唱団(chor.)

2013/12/06 NHKホール
#1770
C

デュトワ、シャルル ベルリオーズ テ・デウム

カイザー、ジョゼフ(ten.)/新国立劇場
合唱団(chor.)/国立音楽大学
(chor.)/NHK東京児童合唱団
(childrenchor.)/勝山雅世(org.)

合唱指揮：冨平恭平(新国立劇場合唱団)/
永井宏(国立音楽大学)
/大谷研二(NHK東京児童合唱団)

2013/12/11 サントリーホール
#1771
B

デュトワ、シャルル ラヴェル 組曲「クープランの墓」

2013/12/11 サントリーホール
#1771
B

デュトワ、シャルル デュティユー チェロ協奏曲「遥かなる遠い世 界」 カプソン、ゴーティエ(vlc.)

2013/12/11 サントリーホール
#1771
B

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

2013/12/21 NHKホール デ・ワールト、エド ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中村恵理(sop.)/加納悦子(alt.)
/望月哲也(ten.)/甲斐栄次郎
(br.)/国立音楽大学(chor.)

合唱指導：田中信昭/永井宏

2014/01/10 NHKホール
#1772
C

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

グラズノフ 演奏会用ワルツ 第1番 作品47

2014/01/10 NHKホール
#1772
C

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 コー、ジェニファー(vln.)

2014/01/10 NHKホール
#1772
C

ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66 (抜粋)

2014/01/15 サントリーホール
#1773
B

ルイージ、ファビオ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

ブフビンダー、ルドルフ(pf.)

2014/01/15 サントリーホール
#1773
B

ルイージ、ファビオ ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ノヴァーク版)



2014/01/25 NHKホール
#1774
A

ルイージ、ファビオ オルフ カトゥリ・カルミナ

エルトマン、モイツァ(sop.)/リッパー
ト、ヘルベルト(ten.)/東京混声合唱
団(chor.)/梅田朋子(pf.)/楠本由紀
(pf.)/成田良子(pf.)/野間春美(pf.)

合唱指揮：松井慶太

2014/01/25 NHKホール
#1774
A

ルイージ、ファビオ オルフ カルミナ・ブラーナ

エルトマン、モイツァ(sop.)/オリ
ヴァー、ティモシー(ten.)/マルクヴァ
ルト、マルクス(br.)/東京混声合唱団
(chor.)/東京藝術大学(chor.)/東京
少年少女合唱隊(childrenchor.)

合唱指揮：松井慶太(東京混声合唱団)/阿
部純(東京藝術大学合唱団)/長谷川久恵
(東京少年少女合唱隊)

2014/02/08 NHKホール
#1775
A

尾高忠明 シベリウス アンダンテ・フェスティヴォ

2014/02/08 NHKホール
#1775
A

尾高忠明 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 ジジョン、ワン(vln.)

2014/02/08 NHKホール
#1775
A

尾高忠明 シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22

2014/02/14 NHKホール
#1776
C

マリナー、ネヴィル ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

2014/02/14 NHKホール
#1776
C

マリナー、ネヴィル ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2014/02/19 サントリーホール
#1777
B

マリナー、ネヴィル モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

2014/02/19 サントリーホール
#1777
B

マリナー、ネヴィル モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

フェルナー、ティル(pf.)

2014/02/19 サントリーホール
#1777
B

マリナー、ネヴィル モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2014/04/12 NHKホール
#1778
A

ヤノフスキ、マレク ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2014/04/18 NHKホール
#1779
C

ヤルヴィ、ネーメ グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

2014/04/18 NHKホール
#1779
C

ヤルヴィ、ネーメ スヴェンセン 交響曲 第2番 変ロ長調 作品15

2014/04/18 NHKホール
#1779
C

ヤルヴィ、ネーメ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2014/04/23 サントリーホール
#1780
B

ヤルヴィ、ネーメ シュトラウス、リヒャルト 祝典前奏曲 作品61

2014/04/23 サントリーホール
#1780
B

ヤルヴィ、ネーメ シュトラウス、リヒャルト 紀元2600年祝典曲 作品84

2014/04/23 サントリーホール
#1780
B

ヤルヴィ、ネーメ シュトラウス、リヒャルト バレエ音楽「ヨセフ物語」 作品63

2014/05/10 NHKホール
#1781
A

デスピノーサ、ガエタノ フランク 交響曲 ニ短調

2014/05/10 NHKホール
#1781
A

デスピノーサ、ガエタノ ワーグナー、リヒャルト
歌劇「さまよえるオランダ人」：オランダ人のモノ
ローグ「期限はすぎた」

ゲルネ、マティアス（br.）

2014/05/10 NHKホール
#1781
A

デスピノーサ、ガエタノ 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

2014/05/10 NHKホール
#1781
A

デスピノーサ、ガエタノ ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ワルキューレ」：ウォータンの別れと魔の炎
の音楽

ゲルネ、マティアス（br.）

2014/05/10 NHKホール
#1781
A

デスピノーサ、ガエタノ 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

2014/05/16 NHKホール
#1782
C

コボス、ヘスス・ロペス ハルフテル 第1旋法によるティエントと皇帝の戦い

2014/05/16 NHKホール
#1782
C

コボス、ヘスス・ロペス ラロ チェロ協奏曲　ニ短調 モーザー、ヨハネス（vlc.）

2014/05/16 NHKホール
#1782
C

コボス、ヘスス・ロペス ファリャ バレエ音楽「三角帽子」 林美智子（mez.sop.）

2014/05/28 サントリーホール
#1783
B

広上淳一 シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

2014/05/28 サントリーホール
#1783
B

広上淳一 マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ローザ、フェオラ（sop.）

2014/06/07 NHKホール
#1784
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

グラズノフ 交響詩「ステンカ・ラージン」

2014/06/07 NHKホール
#1784
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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
コパチンスカヤ、パトリツィア
(vln.)

2014/06/07 NHKホール
#1784
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー バレエ音楽｢くるみ割り人形」から第2幕

2014/06/13 NHKホール
#1785
C

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 アブドゥライモフ、ベフゾド（pf.）

2014/06/13 NHKホール
#1785
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

2014/06/18 サントリーホール
#1786
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シベリウス 組曲「恋人」作品１４

2014/06/18 サントリーホール
#1786
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 中野翔太（pf.）

2014/06/18 サントリーホール
#1786
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2014/06/27 東京オペラシティ 高関健 権代敦彦
Utopia（ユートピア）～どこにもない場所～作品
142（2014）

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2014

2014/06/27 東京オペラシティ 高関健 細川俊夫 トランペット協奏曲「霧の中で」（2013） ベルワルツ、イエルーン（trp.）
第62回尾高賞受賞曲
MusicTomorrow2014

2014/06/27 東京オペラシティ 高関健 猿谷紀郎
第62回神宮式年遷宮奉祝曲　交響詩「浄闇
（じょうあん）の祈り2673」（2013）

第62回尾高賞受賞曲
MusicTomorrow2014

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ モーツァルト、W.A.
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」
K.588：序曲

Ｎ響「夏」2014

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

Ｎ響「夏」2014

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 舘野泉(pf.) Ｎ響「夏」2014

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ Ｎ響「夏」2014

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」 Ｎ響「夏」2014

2014/07/18 NHKホール フセイン、レオ 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」2014

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ムソルグスキー（ラヴェル） 組曲「展覧会の絵」：プロムナード
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶



2014/08/03 NHKホール 山下一史 デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ドビュッシー 交響詩｢海｣：風と海の対話
N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」：白鳥
向山佳絵子（vlc.）/飯面雅子（サンド
アート）

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 プロコフィエフ ピーターと狼
小林麻耶（朗読）/飯面雅子（サンド
アート）

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/08/03 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：小林麻耶

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ムソルグスキー（ラヴェル）
組曲「展覧会の絵」：バーバ･ヤガーの小屋 / キ
エフの大きな門」

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：小林麻耶

2014/09/10 NHKホール
#1787
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39番 変ホ長調 K.543

2014/09/10 NHKホール
#1787
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2014/09/19 NHKホール
#1788
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40番 ト短調 K.550

2014/09/19 NHKホール
#1788
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2014/09/27 NHKホール
#1789
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41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

2014/09/27 NHKホール
#1789
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2014/10/02 NHKホール ジ-クハルト、マルティン モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

アヴデーエワ、ユリアンナ(pf.) ＮＨＫ音楽祭2014

2014/10/02 NHKホール ジ-クハルト、マルティン ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ノ
ヴァーク版)

ＮＨＫ音楽祭2014

2014/10/18 NHKホール
#1790
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第1番 作品138

2014/10/18 NHKホール
#1790
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ピエモンテージ、フランチェスコ（pf.）

2014/10/18 NHKホール
#1790
A

ノリントン、ロジャー ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2014/10/24 NHKホール
#1791
C

ノリントン、ロジャー シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

2014/10/24 NHKホール
#1791
C

ノリントン、ロジャー シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2014/10/28 サントリーホール
#1792
B

下野竜也 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 リシエツキ、ヤン（pf.）

2014/10/28 サントリーホール
#1792
B

下野竜也 ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60

2014/11/15 NHKホール
#1793
A

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 ハチャトゥリアン、セルゲイ（Vln.）

2014/11/15 NHKホール
#1793
A

マリナー、ネヴィル ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2014/11/21 NHKホール
#1794
C

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

2014/11/21 NHKホール
#1794
C

サンティ、ネルロ ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

2014/11/21 NHKホール
#1794
C

サンティ、ネルロ チャイコフスキー イタリア奇想曲　作品45

2014/11/21 NHKホール
#1794
C

サンティ、ネルロ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2014/11/26 NHKホール
#1795
B

サンティ、ネルロ ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」序曲

2014/11/26 NHKホール
#1795
B

サンティ、ネルロ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

2014/11/26 NHKホール
#1795
B

サンティ、ネルロ ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2014/11/26 NHKホール
#1795
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

2014/12/05 NHKホール
#1796
A

デュトワ、シャルル ドビュッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」（演奏会形式）

デグー、ステファーヌ（br.）/ル・テク
シエ、ヴァンサン（bs.br.）/ヨーゼフ・
ゼーリヒ、フランツ（bs.）/ガデリア、カ
トゥーナ（sop.）/ウィルソン・ジョンソ
ン、デーヴィッド（br.）/ヴルチ、カレン
（sop.）/シュトゥッツマン、ナタリー
（contralt.）/浅井隆仁（br.）/東京音
楽大学（chor.）

2014/12/12 NHKホール
#1797
C

デュトワ、シャルル 武満徹 弦楽のためのレクイエム

2014/12/12 NHKホール
#1797
C

デュトワ、シャルル ベルク
ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のため
に」

シュタインバッハー、アラベラ・美歩
（vln.）

2014/12/12 NHKホール
#1797
C

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

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー（ラヴェル） サラバンド

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ドビュッシー（ラヴェル） 舞曲

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ファリャ 交響的印象「スペインの庭の夜」 ワン，ユジャ（pf.）

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ワン，ユジャ（pf.）

2014/12/17 サントリーホール
#1798
B

デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）



2014/12/21 NHKホール ロト、フランツ・グザヴィエ 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.）/山下牧子（alt.）/
福井敬（ten.）/甲斐栄次郎（bs.）/国
立音楽大学（chor.）

2015/01/10 NHKホール
#1799
A

ノセダ、ジャナンドレア フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2015/01/10 NHKホール
#1799
A

ノセダ、ジャナンドレア プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
ガヴリリュク、アレクサンダー
(pf.)

2015/01/10 NHKホール
#1799
A

ノセダ、ジャナンドレア ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

2015/01/16 NHKホール
#1800
B

ノセダ、ジャナンドレア リムスキー・コルサコフ 組曲「見えない町キーテジの物語」

2015/01/16 NHKホール
#1800
B

ノセダ、ジャナンドレア 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 エーネス、ジェームズ(vln.)

2015/01/16 NHKホール
#1800
B

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」

2015/01/21 サントリーホール
#1801
C

ノセダ、ジャナンドレア リスト 交響詩「レ・プレリュード」

2015/01/21 サントリーホール
#1801
C

ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 ロマノフスキー、アレクサンダー（pf.）

2015/01/21 サントリーホール
#1801
C

ノセダ、ジャナンドレア カゼッラ 交響曲 第3番 作品63

2015/02/07 NHKホール
#1802
A

ヤルヴィ、パーヴォ エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 ワイラースタイン、アリサ（vlc.）

2015/02/07 NHKホール
#1802
A

ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2015/02/13 NHKホール
#1803
C

ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 庄司紗矢香(vln.)

2015/02/13 NHKホール
#1803
C

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

2015/02/18 サントリーホール
#1804
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

2015/02/18 サントリーホール
#1804
B

ヤルヴィ、パーヴォ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調
K.503

アンデルジェフスキ、ピョートル
(pf.)

2015/02/18 サントリーホール
#1804
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2015/04/12 NHKホール
#1805
A

ヴァイグレ、セバスティアン ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2015/04/12 NHKホール
#1805
A

ヴァイグレ、セバスティアン ワーグナー、リヒャルト
楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲 / それはほ
んとうか / イゾルデの愛の死

2015/04/12 NHKホール
#1805
A

ヴァイグレ、セバスティアン ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：親
方たちの入場 / ポーグナーのことば「あすは聖
ヨハネ祭」 / 第1幕への前奏曲

グァンチョル、ヨン(bs.)

2015/04/17 NHKホール
#1806
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ラフマニノフ ヴォカリーズ

2015/04/17 NHKホール
#1806
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ヴィニツカヤ、アンナ（pf.）

2015/04/17 NHKホール
#1806
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
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

2015/04/22 サントリーホール
#1807
B

ザンデルリング，ミヒャエル シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 シャマユ、ベルトラン(pf.)

2015/04/22 サントリーホール
#1807
B

ザンデルリング，ミヒャエル ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

2015/05/09 NHKホール
#1808
A

サラステ、ユッカ･ペッカ シベリウス
「クレオマ」－「鶴のいる情景」作品44第2、「カン
ツォネッタ」作品62a、「悲しいワルツ」作品44第1

2015/05/09 NHKホール
#1808
A

サラステ、ユッカ･ペッカ バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 バラーティ、クリストフ(vln.)

2015/05/09 NHKホール
#1808
A

サラステ、ユッカ･ペッカ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2015/05/15 NHKホール
#1809
C

デ・ワールト、エド ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」

2015/05/15 NHKホール
#1809
C

デ・ワールト、エド ラヴェル シェエラザード エルンマン、マレーナ(alt.)

2015/05/15 NHKホール
#1809
C

デ・ワールト、エド ショーソン 愛と海の詩 エルンマン、マレーナ(alt.)

2015/05/15 NHKホール
#1809
C

デ・ワールト、エド ドビュッシー 交響詩「海」

2015/05/20 サントリーホール
#1810
B

デ・ワールト、エド シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

2015/05/20 サントリーホール
#1810
B

デ・ワールト、エド メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 シャハム，ギル(vln.)

2015/05/20 サントリーホール
#1810
B

デ・ワールト、エド ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2015/06/06 NHKホール
#1811
A

ドゥネーヴ、ステファヌ ラヴェル 道化師の朝の歌

2015/06/06 NHKホール
#1811
A

ドゥネーヴ、ステファヌ ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 カプソン，ルノー(vln.)

2015/06/06 NHKホール
#1811
A

ドゥネーヴ、ステファヌ ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

2015/06/06 NHKホール
#1811
A

ドゥネーヴ、ステファヌ ラヴェル ボレロ

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス モーツァルト、W.A. 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第1番 ニ長調
K.412（レヴィン補筆完成版）

バボラーク，ラデク(hrn.)

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11 バボラーク，ラデク(hrn.)

2015/06/12 NHKホール
#1812
C

ポーガ、アンドリス ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2015/06/17 サントリーホール
#1813
B

尾高忠明 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 小山実稚恵(pf.)



2015/06/17 サントリーホール
#1813
B

尾高忠明 ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 作品13

2015/08/02 NHKホール 山下一史 シルヴェストリ、アラン バック・トゥ・ザ・フューチャー メイン・テーマ

2015/08/02 NHKホール 山下一史
シャーマン、リチャード・M
シャーマン、ロバート・B

シンフォニック！「メリー・ポピンズ」 宮川彬良 編曲

2015/08/02 NHKホール 山下一史 ウィリアムズ、ジョン
「スター・ウォーズ」組曲：メイン・タイトル / ダー
ス・ベイダーのテーマ / 王座の間とエンド・タイト
ル

2015/08/02 NHKホール 山下一史
ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
ロペス、ロバート 作詞作曲

Let it go（レット・イット・ゴー） May J.(Vocal) 挾間美帆 編曲

2015/08/02 NHKホール 山下一史
シェーンベルク、クロード・ミ
シェル

I dreamed a dream（アイ・ドリームド・ア・ドリー
ム）

May J.(Vocal)
アラン・ブリーブル作詞
ハーバート・クレッツマー英訳詞
挾間美帆 編曲

2015/08/02 NHKホール 山下一史 ホーナー、ジェームズ
 My heart will go on（マイ・ハート・ウィル・ゴー・
オン）

May J.(Vocal)
ウィル・ジェニングス作詞
挾間美帆 編曲

2015/08/02 NHKホール 山下一史 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲

2015/08/02 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

2015/08/02 NHKホール 山下一史 ウィリアムズ、ジョン E.T.－フライング・テーマ

2015/09/11 NHKホール
#1814
C

広上淳一 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 ルガンスキ－、ニコライ（pf.）

2015/09/11 NHKホール
#1814
C

広上淳一 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2015/09/16 サントリーホール
#1815
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

2015/09/16 サントリーホール
#1815
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2015/09/26 NHKホール
#1816
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2015/09/26 NHKホール
#1816
A

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5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 フェルナー、ティル(pf.)

2015/10/03 NHKホール
#1817
A

ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
ウォール、エリン(sop.)/パーキシ
ヴィ、リリ(alt.)/東京音楽大学(chor.)

2015/10/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2015/10/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 ティボーデ、ジャン・イヴ（pf.）

2015/10/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2015/10/14 サントリーホール
#1818
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」作品35
モルク、トルルス(vlc.)/佐々木亮
(vla.)

2015/10/14 サントリーホール
#1818
B

ヤルヴィ、パーヴォ 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

2015/10/14 サントリーホール
#1818
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2015/10/23 NHKホール
#1819
C

ヤルヴィ、パーヴォ トゥール アディトゥス (2000/2002)

2015/10/23 NHKホール
#1819
C

ヤルヴィ、パーヴォ 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 五嶋みどり(vln.)

2015/10/23 NHKホール
#1819
C

ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク オーケストラのための協奏曲

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン 細川俊夫 遠景Ⅲ～福山の海風景～

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 諏訪内晶子(vln.)

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン タン・ドゥン パッサカリア～風と鳥の秘密～

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

2015/10/31
北京 国家大劇院
音楽庁

タン・ドゥン プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：誰も寝てはならぬ

2015/11/14 NHKホール
#1820
A

マテウス、ディエゴ マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調：アダジェット

2015/11/14 NHKホール
#1820
A

マテウス、ディエゴ マーラー リュッケルトによる5つの歌 ロイヤル、ケイト(sop.)

2015/11/14 NHKホール
#1820
A

マテウス、ディエゴ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ソンジン、チョ（pf.）

2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

グラズノフ バレエ音楽「四季」 作品67から「秋」

2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

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

2015/11/20 NHKホール
#1821
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー 序曲「1812年」 作品49

2015/11/25 サントリーホール
#1822
B

マリナー、ネヴィル モーツァルト、W.A. ピアノ協奏曲 第24番 K.491 オピッツ、ゲアハルト(pf.)

2015/11/25 サントリーホール
#1822
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

2015/12/04 NHKホール
#1823
A

デュトワ、シャルル シュトラウス、リヒャルト 楽劇「サロメ」 作品54 (演奏会形式)

べグリー、キム(ヘロデ)/ヘンシェル、
ジェーン(へロディアス)/バークミン、
グン・ブリット(サロメ)/シリンス、エギ
ルス(ヨカナーン)/望月哲也(ナラ
ボート)/中島郁子(へロディアスの小
姓)/大野光彦(ユダヤ人１)/村上公
太(ユダヤ人２)/与儀巧(ユダヤ人
３)/加茂下稔(ユダヤ人４)/畠山茂
(ユダヤ人５)/秋谷直之(ナザレ人１)/
駒田敏章(ナザレ人２)/井上雅人(兵
士１)/斉木健詞(兵士２)/岡昭弘(カッ
パドキア人)

2015/12/11 NHKホール
#1824
C

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
レンメルト、ビルギット(alt.)/東京音
楽大学(chor.)/ＮＨＫ東京児童合唱
団(chor.)



2015/12/16 サントリーホール
#1825
B

デュトワ、シャルル コダーイ ガランタ舞曲

2015/12/16 サントリーホール
#1825
B

デュトワ、シャルル バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19

2015/12/16 サントリーホール
#1825
B

デュトワ、シャルル サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

2015/12/22 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ 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.)/加納悦子(alt.)/福井敬
(ten.)/妻屋秀和(br.)/国立音楽大学
(chor.)

2016/01/09 NHKホール
#1826
A

山田和樹 ビゼー 小組曲「こどもの遊び」作品２２

2016/01/09 NHKホール
#1826
A

山田和樹 ドビュッシー(カプレ) バレエ音楽「おもちゃ箱」 松嶋菜々子(語り)

2016/01/09 NHKホール
#1826
A

山田和樹 ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1911年版)

2016/01/15 NHKホール
#1827
C

ソヒエフ、トゥガン 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

シュトイデ、フォルクハルト(vln.)/ソモ
ダリ、ペーテル(vlc.)

2016/01/15 NHKホール
#1827
C

ソヒエフ、トゥガン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2016/01/20 サントリーホール
#1828
B

ソヒエフ、トゥガン グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

2016/01/20 サントリーホール
#1828
B

ソヒエフ、トゥガン ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ゲニューシャス、ルーカス（pf.）

2016/01/20 サントリーホール
#1828
B

ソヒエフ、トゥガン チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20 (抜粋)

2016/02/06 NHKホール
#1829
A

ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 亡き子をしのぶ歌 ゲルネ、マティアス(br.)

2016/02/06 NHKホール
#1829
A

ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ノヴァーク版)

2016/02/12 NHKホール
#1830
C

ヤルヴィ、パーヴォ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 ヤンセン、ジャニーヌ(vln.)

2016/02/12 NHKホール
#1830
C

ヤルヴィ、パーヴォ ニルセン 交響曲 第5番 作品50

2016/02/17 サントリーホール
#1831
B

ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト 変容

2016/02/17 サントリーホール
#1831
B

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ブニアティシュヴィリ、カティア(pf.)

2016/02/17 サントリーホール
#1831
B

ヤルヴィ、パーヴォ 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

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第3番 ホ長調
BWV1006から 前奏曲

伊藤亮太郎(vln.)

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.
カンタータ「神よ、あなたに感謝をささげます」
BWV29から シンフォニア

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.(ウッド) 組曲 第6番から 終曲

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.（バルビローリ）
カンタータ「狩りだけが私の喜び」BWV208から
「羊は安らかに草を食み」

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード バッハ、J.S.（オーマンディ）
カンタータ「心と口と行いと命」BWV147から「主
よ、人の望みの喜びよ」

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード
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

2016/04/16 NHKホール
#1832
A

スラットキン、レナード プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

2016/04/22 NHKホール
#1833
C

スラットキン、レナード ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」：序曲

2016/04/22 NHKホール
#1833
C

スラットキン、レナード 武満徹 ファミリー・トゥリー (系図)
山口まゆ（語り）/大田智美（アコー
ディオン）

2016/04/22 NHKホール
#1833
C

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

2016/04/27 サントリーホール
#1834
B

スラットキン、レナード バーンスタイン 歌劇「キャンディード」：序曲

2016/04/27 サントリーホール
#1834
B

スラットキン、レナード バーンスタイン
「オン・ザ・タウン」から「３つのダンス・エピソー
ド」

2016/04/27 サントリーホール
#1834
B

スラットキン、レナード 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

2016/04/27 サントリーホール
#1834
B

スラットキン、レナード マーラー 交響曲 第4番 ト長調 安井陽子(sop.)

2016/05/14 NHKホール
#1835
Ａ

尾高忠明 武満徹 波の盆

2016/05/14 NHKホール
#1835
Ａ

尾高忠明 モーツァルト、W.A. 2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365 小曽根真(pf.)/コリア、チック(pf.)

2016/05/14 NHKホール
#1835
Ａ

尾高忠明 エルガー 変奏曲「謎」 作品36

2016/05/20 NHKホール
#1836
Ｃ

ヤルヴィ，ネーメ カリンニコフ 交響曲 第1番 ト短調

2016/05/20 NHKホール
#1836
Ｃ

ヤルヴィ，ネーメ ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2016/05/25 サントリーホール
#1837
Ｂ

ヤルヴィ，ネーメ シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

2016/05/25 サントリーホール
#1837
Ｂ

ヤルヴィ，ネーメ プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111

2016/06/11 NHKホール
#1838
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

バラキレフ（リャプノーフ） 東洋風の幻想曲「イスラメイ」

2016/06/11 NHKホール
#1838
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 協奏的幻想曲 ト長調 作品56 ハイルディノフ、ルステム(pf.)

2016/06/11 NHKホール
#1838
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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」

2016/06/17 NHKホール
#1839
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「ドン・フアン」 作品20

2016/06/17 NHKホール
#1839
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 オーボエ協奏曲 ニ長調 ルルー、フランソワ(ob.)

2016/06/17 NHKホール
#1839
Ｃ

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90



2016/06/22 NHKホール
#1840
Ｂ

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

2016/06/22 NHKホール
#1840
Ｂ

アシュケナージ、ウラディー
ミル

エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 ウィリアムズ、ジョン スーパーマン・マーチ ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 伊福部昭 SF交響ファンタジー 第1番から ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 グレイ、バリー
「サンダーバード」：オープニング / トレーシー島
/ サンダーバード・マーチ

ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 服部隆之 大河ドラマ「真田丸」テーマ音楽 服部百音(vln.) ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 ワックスマン カルメン幻想曲 服部百音(vln.) ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 久石譲 「千と千尋の神隠し」：あの夏へ 小林愛実(pf.) ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 久石譲 「魔女の宅急便」：海の見える街 小林愛実(pf.) ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 冬木透 交響詩「ウルトラセブン」から ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437 ほっとコンサート2016

2016/07/31 NHKホール 広上淳一 すぎやまこういち 「ドラゴンクエストⅢ」：そして伝説へ ほっとコンサート2016

2016/09/08 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

ウォール、エリン(sop.)/ミード、アン
ジェ(sop.)/ボイル、クラウディア
(sop.)/ダライマン、カタリーナ(alt.)/
ペーボ、アンネリー(alt.)/シャーデ、ミ
ヒャエル(ten.)/ナジ、ミヒャエル(br.)/
アンガー、アイン(bs.)/新国立劇場合
唱団(chor.)/栗友会合唱団
(chor.)/NHK東京児童合唱団(chor.)

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」（原典版）

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 ア・ウェイ・アローンⅡ

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 ハウ・スロー・ザ・ウィンド

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ
ムソルグスキー(リムス
キー・コルサコフ)

歌劇「ホヴァンシチナ」：第4幕2場への間奏曲
「ゴリツィン公の流刑」

2016/09/14 サントリーホール
#1841
Ｂ

ヤルヴィ、パーヴォ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

2016/09/24 NHKホール
#1842
A

ヤルヴィ、パーヴォ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調
K.595

フォークト、ラルス(pf.)

2016/09/24 NHKホール
#1842
A

ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調

2016/09/30 NHKホール
#1843
C

ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16 マツーエフ、デニス(pf.)

2016/09/30 NHKホール
#1843
C

ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

2016/10/06 サントリーホール ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第3番 ニ短調
デ・ヤング、ミシェル（mez.sop.）/東
京音楽大学chor.)/NHK東京児童合
唱団(chor.)

2016/10/15 NHKホール #1844A
ヴェデル二コフ、アレクサン
ドル

チャイコフスキー スラブ行進曲 作品31

2016/10/15 NHKホール #1844A
ヴェデル二コフ、アレクサン
ドル

グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 グルズマン、ワディム(vln.)

2016/10/15 NHKホール #1844A
ヴェデル二コフ、アレクサン
ドル

ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」作品4

2016/10/15 NHKホール #1844A
ヴェデル二コフ、アレクサン
ドル

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2016/10/21 NHKホール #1845C
ヴェデル二コフ、アレクサン
ドル

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 クニャーゼフ、アレクサンドル(vlc.)

2016/10/21 NHKホール #1845C
ヴェデル二コフ、アレクサン
ドル

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2016/10/26 サントリーホール #1846B ソヒエフ、トゥガン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 レオンスカヤ、エリーザベト(pf.)

2016/10/26 サントリーホール #1846B ソヒエフ、トゥガン ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

2016/10/31 NHKホール ソヒエフ、トゥガン ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」 NHK音楽祭2016

2016/10/31 NHKホール ソヒエフ、トゥガン 武満徹
マイウェイ・オブ・ライフ－マイケル・ヴァイナーの
追憶に－

マギー、ギャリー(br.) NHK音楽祭2016

2016/10/31 NHKホール ソヒエフ、トゥガン ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 NHK音楽祭2016

2016/11/09 サントリーホール #1847B ジンマン、デーヴィッド モーツァルト、W.A.
クラリネット協奏曲 イ長調
K.622

フレスト、マルティン(cl.)

2016/11/09 サントリーホール #1847B ジンマン、デーヴィッド グレツキ 交響曲 第3番 作品36 「悲歌のシンフォニー」 コショウスカ、ヨアンナ(sop.)

2016/11/19 NHKホール #1848A ジンマン、デーヴィッド シューマン、ローベルト 「マンフレッド」序曲 作品115

2016/11/19 NHKホール #1848A ジンマン、デーヴィッド シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 アンスネス、レイフ・オヴェ(pf.)

2016/11/19 NHKホール #1848A ジンマン、デーヴィッド 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」

2016/11/25 NHKホール #1849C 井上道義 ショスタコーヴィチ ロシアとキルギスの主題による序曲

2016/11/25 NHKホール #1849C 井上道義 ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
ヴォロディン、アレクセイ(pf.)/菊本和
昭(trp.)

2016/11/25 NHKホール #1849C 井上道義 ショスタコーヴィチ 交響曲 第12番 ニ短調 作品112 「1912年」

2016/11/30 サントリーホール #1850B デュトワ、シャルル プロコフィエフ 組曲「3つのオレンジへの恋」 作品33bis

2016/11/30 サントリーホール #1850B デュトワ、シャルル ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」

2016/11/30 サントリーホール #1850B 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



2016/12/09 NHKホール #1851A デュトワ、シャルル ビゼー 歌劇「カルメン」（演奏会形式）

アルドリッチ、ケイト（カルメン）/プエ
ンテ、マルセロ（ドン・ホセ）/ダルカン
ジェロ、イルデブランド（エスカミー
リョ）/シュヴァルツ、シルヴィア（ミカ
エラ）/長谷川顯（スニーガ）/与那城
敬（モラーレス）/町英和（ダンカイロ）
/高橋淳（レメンダード）/平井香織
（フラスキータ）/山下牧子（メルセデ
ス）/新国立合唱団(chor.)/NHK東京
児童合唱団(chor.)

2016/12/16 NHKホール #1851C デュトワ、シャルル ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 4つの海の間
奏曲 作品33a

2016/12/16 NHKホール #1851C 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1番 ニ長調 作品19 レーピン、ヴァディム(vln.)

2016/12/16 NHKホール #1851C デュトワ、シャルル ラヴェル チガーヌ レーピン、ヴァディム(vln.)

2016/12/16 NHKホール #1851C デュトワ、シャルル オネゲル 交響曲 第2番

2016/12/16 NHKホール #1851C デュトワ、シャルル ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2016/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

シャトゥロヴァ、シモーナ(sop.)/クー
ルマン、エリーザベト(alt.)/プリエト、
ホエル(ten.)/ジョンミン､パク(bs.)/東
京オペラシンガーズ(chor.)

2017/01/13 NHKホール #1853C メナ、ファンホ ファリャ
歌劇「はかない人生」：間奏曲 /
スペイン舞曲

2017/01/13 NHKホール #1853C メナ、ファンホ ロドリーゴ アランフエスの協奏曲 カニサレス(guit.)

2017/01/13 NHKホール #1853C メナ、ファンホ ドビュッシー 映像：イベリア

2017/01/13 NHKホール #1853C メナ、ファンホ ファリャ バレエ組曲「三角帽子」

2017/01/18 サントリーホール #1854B ロペス・コボス、ヘスス レスピーギ グレゴリオ風の協奏曲 ダナイローヴァ、アルベナ(vln.)

2017/01/18 サントリーホール #1854B ロペス・コボス、ヘスス レスピーギ 教会のステンドグラス

2017/01/18 サントリーホール #1854B ロペス・コボス、ヘスス レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2017/01/28 NHKホール #1855A 下野竜也 マルティヌー リディツェへの追悼

2017/01/28 NHKホール #1855A 下野竜也 フサ プラハ1968年のための音楽（管弦楽版）

2017/01/28 NHKホール #1855A 下野竜也 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 バラーティ、クリストフ(vln.)

2017/02/11 NHKホール #1856A ヤルヴィ、パーヴォ ペルト
シルエット ― ギュスターヴ・エッフェルへのオ
マージュ

2017/02/11 NHKホール #1856A ヤルヴィ、パーヴォ トゥール アコーディオンと管弦楽のための「プロフェシー」 シドロヴァ、クセニア(アコーディオン)

2017/02/11 NHKホール #1856A ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2017/02/17 NHKホール #1857C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 諏訪内晶子(vln.)

2017/02/17 NHKホール #1857C ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2017/04/15 NHKホール
#1858
A

ルイージ、ファビオ アイネム カプリッチョ 作品2

2017/04/15 NHKホール
#1858
A

ルイージ、ファビオ メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 ズナイダー、ニコライ(vln.)

2017/04/15 NHKホール
#1858
A

ルイージ、ファビオ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2017/04/21 NHKホール
#1859
C

ルイージ、ファビオ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ラナ、ベアトリーチェ(pf.)

2017/04/21 NHKホール
#1859
C

ルイージ、ファビオ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 ラーション 田園組曲 作品19 第1回 水曜 夜のクラシック

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 ホープ、ダニエル(vln.) 第1回 水曜 夜のクラシック

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1回 水曜 夜のクラシック

2017/04/26 NHKホール 広上淳一 グリーグ 2つの悲しき旋律から「過ぎにし春」 第1回 水曜 夜のクラシック

2017/05/13 NHKホール
#1860
A

スタインバーグ、ピンカス スメタナ わが祖国

2017/05/19 NHKホール
#1861
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

グリンカ 幻想曲「カマリンスカヤ」

2017/05/19 NHKホール
#1861
C

フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

2017/05/19 NHKホール
#1861
C

フェドセーエフ、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

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

ショスタコーヴィチ 祝典序曲 作品96 第2回 水曜 夜のクラシック

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ長調 作品23 ベレゾフスキー、ボリス(pf.) 第2回 水曜 夜のクラシック

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34 第2回 水曜 夜のクラシック

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」 作品32 第2回 水曜 夜のクラシック

2017/05/24 NHKホール
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

グリンカ バレエ組曲「ガイーヌ」：レスギンカ舞曲 第2回 水曜 夜のクラシック

2017/06/09 東京オペラシティ レネス、ローレンス 岸野末利加
／オーケストラのための「シェイズ・オブ・オー
カー」

N響委嘱世界初演
MusicTomorrow2017



2017/06/09 東京オペラシティ レネス、ローレンス
ターネイジ、マーク・アント
ニー

ピアノ協奏曲 反田恭平(pf.)
日本初演
MusicTomorrow2017

2017/06/09 東京オペラシティ レネス、ローレンス 一柳慧
交響曲 第10番 ― さまざまな想い出の中に ―
岩城宏之の追憶に（2016）

第65回尾高賞受賞作品
MusicTomorrow2017

2017/06/09 東京オペラシティ レネス、ローレンス 池辺晋一郎
シンフォニーX「次の時代のために」（2015）［第
65回尾高賞受賞作品］

第65回尾高賞受賞作品
MusicTomorrow2017

2017/06/14 NHKホール コープマン、トン モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 第3回 水曜 夜のクラシック

2017/06/14 NHKホール コープマン、トン 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
シュッツ、カール・ハインツ(fl.)/バル
ツェライト、シャルロッテ(hrp.)

第3回 水曜 夜のクラシック

2017/06/14 NHKホール コープマン、トン モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

第3回 水曜 夜のクラシック

2017/06/14 NHKホール コープマン、トン モーツァルト、W.A.
アイネ・クライネ・ナハトムジーク ト長調 K.525：
第1楽章

第3回 水曜 夜のクラシック

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ デュティユー メタボール

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 河村尚子(pf.)

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

2017/06/24 NHKホール #1862A ヤルヴィ、パーヴォ ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2017/06/30 NHKホール
#1863
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューマン、ローベルト 歌劇「ゲノヴェーヴァ」 作品81：序曲

2017/06/30 NHKホール
#1863
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 テツラフ、ターニャ(vlc.)

2017/06/30 NHKホール
#1863
C

ヤルヴィ、パーヴォ シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 ヒーリー、ブルース ディズニー｢ファンタズミック」メインテーマ ほっとコンサート2017

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 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 ほっとコンサート2017

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」 作品61：結婚行進曲 ほっとコンサート2017

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 すぎやまこういち

交響組曲「ドラゴンクエストＶ－天空の花嫁」：序
曲のマーチ / 王宮のトランペット / 愛の旋律 /
戦火を交えて～不死身の敵に挑む / 結婚ワル
ツ

ほっとコンサート2017

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
ロペス、ロバート 作詞作曲

「アナと雪の女王」：生まれてはじめて
生田絵梨花(Vocal)/新妻聖子
(Vocal)

ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
ロペス、ロバート 作詞作曲

「アナと雪の女王」：とびら開けて
生田絵梨花（Vocal）/津田英佑
(Vocal)

ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
ロペス、クリスティン・アンダ
ソン
ロペス、ロバート 作詞作曲

「アナと雪の女王」：レット・イット・ゴー～ありのま
まで～

新妻聖子(Vocal)
ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
スレイター、グレン 作詞　メ
ンケン、アラン 作曲

「塔の上のラプンツェル」：輝く未来
生田絵梨花（Vocal）/津田英佑
(Vocal)

ほっとコンサート2017
訳詞：高橋知伽江
編曲：挾間美帆

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正
クンツェ、ミヒャエル 作詞
リーヴァイ、シルヴェスター
作曲

「エリザベート」：私だけに 新妻聖子(Vocal)
ほっとコンサート2017
訳詞：小池修一郎
編曲：挾間美帆

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 ウィリアムズ、ジョン 雅の鐘 ほっとコンサート2017

2017/07/30 NHKホール 渡邊一正 ホルスト 組曲「惑星」：木星 ほっとコンサート2017

2017/09/09 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527

プリアンテ、ヴィート（ドン・ジョヴァン
ニ）/ツィムバリュク、アレクサンドル
（騎士長）/ジャーマン、ジョージア（ド
ンナ・アンナ）/リヒター、ベルナール
（ドン・オッターヴィオ）/フェイガン、
ローレン（ドンナ・エルヴィーラ）/カイ
ル、ケテルセン（レポレッロ）/久保和
範（マゼット）/三宅理恵（ツェルリー
ナ）

NHK音楽祭2017

2017/09/16 NHKホール 1864A ヤルヴィ、パーヴォ 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」

2017/09/22 NHKホール 1865C ヤルヴィ、パーヴォ グリンカ 幻想的ワルツ ニ長調 作品77

2017/09/22 NHKホール 1865C ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第4番 ト短調 作品40 コジュヒン、デニス(pf.)

2017/09/22 NHKホール 1865C ヤルヴィ、パーヴォ スクリャービン 交響曲 第2番 ハ短調 作品29

2017/09/27 サントリーホール 1866B ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク 弦楽のためのディヴェルティメント

2017/09/27 サントリーホール 1866B ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク 舞踊組曲

2017/09/27 サントリーホール 1866B ヤルヴィ、パーヴォ バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

2017/10/14 NHKホール 1867A 下野竜也 モーツァルト、W.A. 歌劇「イドメネオ」 K.366：序曲

2017/10/14 NHKホール 1867A 下野竜也 ベルク
ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のため
に」

カン、クララ・ジュミ(vln.)

2017/10/14 NHKホール 1867A 下野竜也 モーツァルト、W.A. 歌劇「皇帝ティートの慈悲」 K.621：序曲

2017/10/14 NHKホール 1867A 下野竜也 ベルク 「ルル」組曲 エルトマン、モイツァ(sop.)

2017/10/20 NHKホール 1868C エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2017/10/20 NHKホール 1868C エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2017/10/25 サントリーホール 1869B エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98



2017/10/25 サントリーホール 1869B エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2017/11/11 NHKホール 1870A ヤノフスキ、マレク ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

2017/11/11 NHKホール 1870A ヤノフスキ、マレク ヒンデミット 木管楽器とハープと管弦楽のための協奏曲
甲斐雅之(fl.)/茂木大輔(ob.)/松本健
司(cl.)/宇賀神広宣(fg.)/早川りさ子
(hrp.)

2017/11/11 NHKホール 1870A ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2017/11/17 NHKホール 1871C ソヒエフ、トゥガン
プロコフィエフ（スタセヴィチ
編）

オラトリオ｢イワン雷帝」 作品116

シーロヴァ、スヴェトラーナ(ms.)/
キマチ、アンドレイ(br.)/片岡愛之助
(語り)/東京混声合唱団、東京少年
少女合唱隊(chor.)

2017/11/22 サントリーホール 1872B ソヒエフ、トゥガン プロコフィエフ 組曲「キージェ中尉」 作品60

2017/11/22 サントリーホール 1872B ソヒエフ、トゥガン プロコフィエフ スキタイ組曲「アラとロリー」 作品20

2017/11/22 サントリーホール 1872B ソヒエフ、トゥガン プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル 古風なメヌエット

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル 組曲「クープランの墓」

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 エマール、ピエール・ロラン(pf.)

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル 道化師の朝の歌

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル スペイン狂詩曲

2017/12/03 NHKホール 1873A デュトワ、シャルル ラヴェル ボレロ

2017/12/08 NHKホール 1874C デュトワ、シャルル ストラヴィンスキー 幻想的スケルツォ 作品3

2017/12/08 NHKホール 1874C デュトワ、シャルル サン・サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103 ティボーデ、ジャン・イヴ(pf.)

2017/12/08 NHKホール 1874C 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)

2017/12/13 サントリーホール 1875B デュトワ、シャルル ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85 「女王」

2017/12/13 サントリーホール 1875B デュトワ、シャルル 細川俊夫 嘆き プロハスカ、アンナ(sop.)

2017/12/13 サントリーホール 1875B デュトワ、シャルル 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」

2017/12/22 NHKホール エッシェンバッハ、クリストフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

市原愛(sop.)/加納悦子(alt.)/福井敬
(ten.)/甲斐栄次郎(br.)

2018/01/12 NHKホール 1876C 広上淳一 バーンスタイン スラヴァ！（政治的序曲）

2018/01/12 NHKホール 1876C 広上淳一 バーンスタイン セレナード（プラトンの「饗宴」による） 五嶋龍(vln.)

2018/01/12 NHKホール 1876C 広上淳一 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2018/01/17 サントリーホール 1877B アフカム、ダーヴィト シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・フアン」 作品20

2018/01/17 サントリーホール 1877B アフカム、ダーヴィト モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

小山実稚恵(pf.)

2018/01/17 サントリーホール 1877B アフカム、ダーヴィト シュトラウス、リヒャルト 組曲「ばらの騎士」

2018/01/17 サントリーホール 1877B アフカム、ダーヴィト ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2018/01/27 NHKホール 1878A ウンジャン、ピーター ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

2018/01/27 NHKホール 1878A ウンジャン、ピーター ジョン・アダムス アブソリュート・ジェスト セントローレンス弦楽四重奏団

2018/01/27 NHKホール 1878A ウンジャン、ピーター ホルスト 組曲「惑星」 作品32

2018/02/10 NHKホール 1879A ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2018/02/16 NHKホール 1880C ヤルヴィ、パーヴォ デュリュフレ 3つの舞曲 作品6

2018/02/16 NHKホール 1880C ヤルヴィ、パーヴォ サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 樫本大進(vln.)

2018/02/16 NHKホール 1880C ヤルヴィ、パーヴォ フォーレ レクイエム 作品48
市原愛(sop.)
甲斐栄次郎(br.)
東京混声合唱団(chor.)

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 ノスタルジア 諏訪内晶子(vln.)

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 諏訪内晶子(vln.)

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ワルキューレ」：ウォータンの別れと魔の炎
の音楽

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ ワーグナー、リヒャルト 楽劇「ジークフリート」：森のささやき

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/02/21 サントリーホール 1881B ヤルヴィ、パーヴォ ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ラインの黄金」：ワルハラ城への神々の入
場

2018/04/14 NHKホール 1882A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルワルド 交響曲 第3番 ハ長調 「風変わりな交響曲」

2018/04/14 NHKホール 1882A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14



2018/04/20 NHKホール 1883C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ピレシュ、マリア・ジョアン(pf.)

2018/04/20 NHKホール 1883C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

2018/04/25 サントリーホール 1884B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2018/04/25 サントリーホール 1884B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2018/05/12 NHKホール 1885A 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 テツラフ、クリスティアン(vln.)

2018/05/12 NHKホール 1885A ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス

交響詩「4つの伝説」作品22
「レンミンケイネンと乙女たち」「トゥオネラの白
鳥」「トゥオネラのレンミンケイネン」「レンミンケイ
ネンの帰郷」

2018/05/18 NHKホール 1886C ヤルヴィ、パーヴォ トルミス 序曲 第2番

2018/05/18 NHKホール 1886C ヤルヴィ、パーヴォ ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102 トラーゼ、アレクサンドル(pf.)

2018/05/18 NHKホール 1886C ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 (リンツ稿ノヴァーク版)

2018/05/23 サントリーホール 1887B ヤルヴィ、パーヴォ 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」

2018/05/23 サントリーホール 1887B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

2018/05/23 サントリーホール 1887B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

2018/06/09 NHKホール 1888A
アシュケナージ、ウラディー
ミル

イベール 祝典序曲

2018/06/09 NHKホール 1888A
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー ピアノと管弦楽のための幻想曲 バヴゼ、ジャン・エフラム(pf.)

2018/06/09 NHKホール 1888A
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

2018/06/09 NHKホール 1888A
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー 交響詩「海」

2018/06/16 NHKホール 1889C
アシュケナージ、ウラディー
ミル

メンデルスゾーン ヴァイオリンとピアノのための協奏曲 ニ短調
庄司紗矢香(vln.)/オラフソン、ヴィキ
ンガー(pf.)

2018/06/16 NHKホール 1889C
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ヤナーチェク タラス・ブーリバ

2018/06/16 NHKホール 1889C
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ヤナーチェク 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

2018/06/20 NHKホール 1890B 尾高忠明 カバレフスキー チェロ協奏曲 第2番 ハ短調 作品77 マリオ・ブルネロ(vlc.)

2018/06/20 NHKホール 1890B 尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 ジョン・ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」：メイン・タイトル ほっとコンサート2018

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34 (語りつき) 加藤綾子(narr.) ほっとコンサート2018

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 ミヨー スカラムーシュ 上野耕平(sax.) ほっとコンサート2018

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93：第2楽章 ほっとコンサート2018

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 メシアン
トゥランガリラ交響曲：第5楽章「星たちの血の喜
び」

佐野隆哉(pf.)/大矢素子(Ondes
Martenot)

ほっとコンサート2018

2018/08/05 NHKホール 熊倉優 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー：八木節 ほっとコンサート2018

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「南国のばら」 作品388

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨハン(2世) 皇帝円舞曲 作品437

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「うわごと」 作品212

2018/09/15 NHKホール 1891A ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第4番 ト長調 リヒター、アンナ・ルチア(sop.)

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス レンミンケイネンの歌 作品31第1 エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 「サンデルス」 作品28 エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26 男性合唱付き エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/09/21 NHKホール 1892C ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 「クレルヴォ」 作品7
ルネサン、ヨハンナ
ルネサン、ヴィッレ
エストニア国立男声合唱団(chor.)

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 作品86 バボラーク、ラデク(hrn.)

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ 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

2018/09/26 サントリーホール 1893B ヤルヴィ、パーヴォ ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第102番 変ロ長調
Hob.I-102

2018/10/01 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2018/10/01 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ オルフ 踊る牧神

2018/10/01 NHKホール ヤルヴィ、パーヴォ オルフ カルミナ・ブラーナ

ペレチャッコ、オルガ(sop.)/ツェン
チッチ、マックス・エマヌエル(カウン
ターテナー)/アップル、ベンジャミン
(br.)/新国立合唱団(chor.)/NHK東京
児童合唱団(chor.)

2018/10/13 NHKホール 1894A
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」

2018/10/13 NHKホール 1894A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調



2018/10/19 NHKホール 1895C
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104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

2018/10/19 NHKホール 1895C
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2018/10/24 サントリーホール 1896B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2018/10/24 サントリーホール 1896B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ステンハンマル 交響曲 第2番 ト短調 作品34

2018/11/09 NHKホール 1897C ノセダ、ジャナンドレア ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 アリス・紗良・オット(pf.)

2018/11/09 NHKホール 1897C ノセダ、ジャナンドレア プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」から

2018/11/14 サントリーホール 1898B ノセダ、ジャナンドレア レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲

2018/11/14 サントリーホール 1898B ノセダ、ジャナンドレア ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第1番 ハ長調 アフナジャリャン、ナレク(vlc.)

2018/11/14 サントリーホール 1898B ノセダ、ジャナンドレア ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2018/11/24 NHKホール 1899A 広上淳一 バーバー シェリーによる一場面のための音楽 作品7

2018/11/24 NHKホール 1899A 広上淳一 コープランド オルガンと管弦楽のための交響曲 鈴木優人(org.)

2018/11/24 NHKホール 1899A 広上淳一 アイヴス 交響曲 第2番

2018/12/01 NHKホール 1900A
ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

ズヴィリドフ 組曲「吹雪」－プーシキン原作の映画から

2018/12/01 NHKホール 1900A
ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

スクリャービン ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調 作品20 コロベイニコフ、アンドレイ(pf.)

2018/12/01 NHKホール 1900A
ヴェデルニコフ、アレクサン
ドル

グラズノフ 交響曲 第7番 ヘ長調 作品77 「田園」

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス バッハ、J.S. 組曲 第4番 ニ長調 BWV1069

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス
バッハ、J.S.（シェーンベル
ク）

前奏曲とフーガ 変ホ長調
BWV552「聖アン」

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス バッハ、J.S.
マニフィカト ニ長調 BWV243（クリスマス用挿入
曲つき）

バルタザール・ノイマン合唱団(chor.)

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス バッハ、J.S.
クリスマス・オラトリオ BWV248から 第59曲「コ
ラール：われらはここ馬槽のかたえ 汝がみ側に
立つ」

バルタザール・ノイマン合唱団(chor.)

2018/12/07 NHKホール 1901C ヘンゲルブロック、トーマス
15世紀フランス（ヒッレルー
ド）

久しく待ちにし主よとく来たりて バルタザール・ノイマン合唱団(chor.)

2018/12/12 サントリーホール 1902B
フェドセーエフ、ウラディーミ
ル

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71

2018/12/22 NHKホール ヤノフスキ、マレク ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

藤谷佳奈枝(sop.)/加納悦子(alt.)
スミス、ロバート・ディーン(ten.)
/ドーメン、アルベルト(バス・バリト
ン)/東京オペラシンガーズ(chor.)

2019/01/12 NHKホール 1903A ドゥネーヴ、ステファヌ ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第2番

2019/01/12 NHKホール 1903A ドゥネーヴ、ステファヌ サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 カプソン、ゴーティエ(vlc.)

2019/01/12 NHKホール 1903A ドゥネーヴ、ステファヌ ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

2019/01/12 NHKホール 1903A ドゥネーヴ、ステファヌ レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2019/01/16 サントリーホール 1904B ソヒエフ、トゥガン フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

2019/01/16 サントリーホール 1904B ソヒエフ、トゥガン ブリテン シンプル・シンフォニー 作品4

2019/01/16 サントリーホール 1904B ソヒエフ、トゥガン リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

2019/01/26 NHKホール 1905C ソヒエフ、トゥガン リャードフ 交響詩「バーバ・ヤガー」 作品56

2019/01/26 NHKホール 1905C ソヒエフ、トゥガン グリエール
ハープ協奏曲 変ホ長調 作品
74

メストレ、グザヴィエ・ドゥ(hrp.)

2019/01/26 NHKホール 1905C ソヒエフ、トゥガン ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 佐々木亮(vla.)

2019/02/09 NHKホール 1906A ヤルヴィ、パーヴォ シュトラウス、リヒャルト ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品8 バーエワ、アリョーナ(vln.)

2019/02/09 NHKホール 1906A ヤルヴィ、パーヴォ ハンス・ロット 交響曲 第1番 ホ長調

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」 作品4

2019/02/15 NHKホール 1907C ヤルヴィ、パーヴォ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ガヴリリュク、アレクサンダー
(pf.)

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 幻想的スケルツォ作品3

2019/02/15 NHKホール 1907C ヤルヴィ、パーヴォ プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 作品111

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー ロシア風スケルツォ

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー 葬送の歌 作品5

2019/02/15 サントリーホール 1908B ヤルヴィ、パーヴォ ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2019/04/13 NHKホール 1909A フルシャ、ヤクブ 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

2019/04/13 NHKホール 1910C 山田和樹 平尾喜四男 交響詩曲「砧」

2019/04/13 NHKホール 1909A フルシャ、ヤクブ ベルリオーズ 叙情的情景「クレオパトラの死」 ジャンス、ヴェロニク(sop.)

2019/04/13 NHKホール 1910C 山田和樹 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 河村尚子(pf.)



2019/04/13 NHKホール 1910C 山田和樹 シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

2019/04/13 NHKホール 1909A フルシャ、ヤクブ ヤナーチェク シンフォニエッタ

2019/04/24 サントリーホール 1911B 下野竜也 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 グルズマン、ワディム(vln.)

2019/04/24 サントリーホール 1911B 下野竜也 ヴァインベルク
交響曲 第12番 作品114 「ショスタコーヴィチの
思い出に」

2019/05/11 NHKホール 1912A デ・ワールト、エド ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ブラウティハム、ロナルド(pf.)

2019/05/11 NHKホール 1912A デ・ワールト、エド ジョン・アダムス ハルモニーレーレ

2019/05/17 NHKホール 1913C ヤルヴィ、ネーメ シベリウス アンダンテ・フェスティヴォ

2019/05/17 NHKホール 1913C ヤルヴィ、ネーメ トゥビン 交響曲 第5番 ロ短調

2019/05/17 NHKホール 1913C ヤルヴィ、ネーメ ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2019/05/22 サントリーホール 1914B ヤルヴィ、ネーメ イベール モーツァルトへのオマージュ

2019/05/22 サントリーホール 1914B ヤルヴィ、ネーメ フランク 交響曲 ニ短調

2019/05/22 サントリーホール 1914B ヤルヴィ、ネーメ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 鈴木優人(org.)

2019/06/08 NHKホール 1915A ヤルヴィ、パーヴォ マーラー こどもの不思議な角笛 ゲルネ、マティアス(br.)

2019/06/08 NHKホール 1915A ヤルヴィ、パーヴォ ニルセン
交響曲 第2番 ロ短調 作品16
「4つの気質」

2019/06/14 NHKホール 1916C ヤルヴィ、パーヴォ 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

2019/06/14 NHKホール 1916C ヤルヴィ、パーヴォ ベルク
ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のため
に」

シャハム，ギル(vln.)

2019/06/14 NHKホール 1916C ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調

2019/06/19 サントリーホール 1917B ヤルヴィ、パーヴォ メシアン トゥランガリラ交響曲
ムラノ、ロジェ(pf,)/ミラー、シンシア
(Ondes Martenot)

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ロッシーニ
歌劇「ウィリアム・テル」 ：序曲から「スイス軍の
行進」

ほっとコンサート2019

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 ほっとコンサート2019

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 ほっとコンサート2019

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り ほっとコンサート2019

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ガーシュウィン ラプソディー・イン・ブルー 反田恭平(pf.) ほっとコンサート2019

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：メヌエット ほっとコンサート2019

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1 ほっとコンサート2019

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 ヒナステラ
バレエ組曲「エスタンシア」 作品8a：
マランボ

反田恭平(pf.) ほっとコンサート2019

2019/08/04 サントリーホール 原田慶太楼 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー：八木節 ほっとコンサート2019

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ バツェヴィチ 弦楽オーケストラのための協奏曲

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22 ベル、ジョシュア(vln,)

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ ルトスワフスキ 小組曲

2019/09/14 NHKホール 1918A ヤルヴィ、パーヴォ ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲

2019/09/20 NHKホール 1919C ヤルヴィ、パーヴォ 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 ファルカシュ、ヴァレンティーナ(sop.)

2019/09/20 NHKホール 1919C ヤルヴィ、パーヴォ マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ トゥール ルーツを求めて～シベリウスをたたえて～

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ ニルセン フルート協奏曲 パユ、エマニュエル(fl.)

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第6番 ニ短調 作品104

2019/09/25 サントリーホール 1920B ヤルヴィ、パーヴォ シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 作品105

2019/10/05 NHKホール 1921A 井上道義 グラス
2人のティンパニストと管弦楽のための協奏的幻
想曲

植松透(timp.)/久保昌一(timp.)

2019/10/05 NHKホール 1921A 井上道義 ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103 「1905年」

2019/10/17 NHKホール 1922C ソヒエフ、トゥガン バラキレフ（リャプノーフ） 東洋風の幻想曲「イスラメイ」

2019/10/17 NHKホール 1922C ソヒエフ、トゥガン ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 アンゲリッシュ、二コラ(pf.)

2019/10/17 NHKホール 1922C ソヒエフ、トゥガン チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2019/10/23 サントリーホール 1923B ソヒエフ、トゥガン ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：鬼火の
メヌエット/ハンガリー行進曲

2019/10/23 サントリーホール 1923B ソヒエフ、トゥガン ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

2019/10/23 サントリーホール 1923B ソヒエフ、トゥガン ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2019/10/23 サントリーホール 1923B ソヒエフ、トゥガン ベルリオーズ 劇的交響曲「ロメオとジュリエット」作品17（抜粋）

2019/11/06 サントリーホール 1924B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2019/11/06 サントリーホール 1924B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24

2019/11/06 サントリーホール 1924B
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲

2019/11/16 NHKホール 1925A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ステンハンマル ピアノ協奏曲 第2番 ニ短調 作品23 ステュルフェルト、マルティン(pf.)



2019/11/16 NHKホール 1925A
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2019/11/22 NHKホール 1926C
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36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

2019/11/22 NHKホール 1926C
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

ランツハマー、クリスティーナ(sop.)/
リヒター、アンナ・ルチア(sop.)/リヒ
ディ、ティルマン(ten.)/甲斐栄次郎
(bs.)/新国立合唱団(chor.)

2019/11/30 NHKホール 1927C 鈴木優人 メシアン 忘れられたささげもの

2019/11/30 NHKホール 1927C 鈴木優人 ブロッホ ヘブライ狂詩曲「ソロモン」 アルトシュテット、二コラ(vlc.)

2019/11/30 NHKホール 1927C 鈴木優人 コレッリ（鈴木優人）
合奏協奏曲 第8番 ト短調
 「クリスマス協奏曲」

2019/11/30 NHKホール 1927C 鈴木優人 コレッリ（鈴木優人）
交響曲 第5番 ニ短調 作品107 「宗教改革」(初
稿/1830)

2019/12/06 NHKホール 1928A マテウス、ディエゴ メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

2019/12/06 NHKホール 1928A マテウス、ディエゴ グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82 ボリソグレブスキー、ニキータ(vln.)

2019/12/06 NHKホール 1928A マテウス、ディエゴ ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2019/12/11 NHKホール ヤング、シモーネ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ベングトソン、マリア(sop.)/清水華澄
(mez-sop.)/シュコフ、ニコライ(ten.)/
ピサローニ、ルカ(バス・バリトン)/東
京オペラシンガーズ(chor.)

2019/12/11 サントリーホール 1929B カサド、パブロ・エラス リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

2019/12/11 サントリーホール 1929B カサド、パブロ・エラス リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 ハリトーノフ、ダニエル(pf.)

2019/12/11 サントリーホール 1929B カサド、パブロ・エラス チャイコフスキー 幻想交響曲 作品14

2020/1/11 NHKホール 1930A エッシェンバッハ、クリストフ マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
モンタルヴォ、マリソル(sop.)/藤村実
穂子(mez-sop.)/新国立劇場合唱団
(chor.)

2020/1/17 NHKホール 1931C エッシェンバッハ、クリストフ ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 バルト、ツィモン(pf.)

2020/1/17 NHKホール 1931C エッシェンバッハ、クリストフ 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

2020/1/22 サントリーホール 1932B ルイージ、ファビオ ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲

2020/1/22 サントリーホール 1932B ルイージ、ファビオ シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 オポライス、クリスティーネ(sop.)

2020/1/22 サントリーホール 1932B ルイージ、ファビオ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40（初版）

2020/1/31 NHKホール 1933C パヤーレ、ラファエル
ショスタコーヴィチ（アトヴ
ミャーン）

バレエ組曲 第1番

2020/1/31 NHKホール 1933C パヤーレ、ラファエル ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第2番 作品126 ワイラースタイン、アリサ（vlc.）

2020/1/31 NHKホール 1933C パヤーレ、ラファエル ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2020/2/15 NHKホール 1935A ヤルヴィ、パーヴォ アブラハムセン ホルン協奏曲 ドール、シュテファン（hrn.）

NHK交響楽団、ベルリン・フィルハーモ
ニー管弦楽団、 NTR土曜マチネ、シアトル
交響楽団、オークランド・フィルハーモニー
管弦楽団共同委嘱／日本初演

2020/2/15 NHKホール 1935A ヤルヴィ、パーヴォ ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調

2020/2/5 サントリーホール 1934B 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 モレノ、レティシア（vln.）

2020/2/5 サントリーホール 1934B 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


