
1981/03/14 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第27回N響ゴールデンポップス

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

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

1984/02/11
ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1984/03/23 NHKホール #927 C マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1986/10/17 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1986/10/18 NHKホール
#1002
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1987/04/15 NHKホール
#1021
B

ムント、ウーヴェ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1988/05/18 NHKホール
#1054
B

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 NHK札幌放送局開局60周年記念

1989/02/03 NHKホール
#1073
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1992/06/24 NHKホール
#1177
B

タバシュニク、ミシェル ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1994/01/21 NHKホール
#1221
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1995/12/13 NHKホール
#1279
B

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1996/10/17 NHKホール
#1302
A

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

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

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～

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

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

2004/11/13 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

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

2007/11/21 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

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

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

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

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

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

1963/08/25 NHKホール(旧) ボスコフスキー、ウィリー ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/05/01 東京文化会館 #502A カイルベルト、ヨーゼフ ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1970/04/20,21 東京文化会館 #539 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1975/02/21 NHKホール #653C シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1979/05/25 NHKホール #781A マリナー、ネヴィル ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

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

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1984/02/11
ザ・シンフォニー
ホール

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1991/02/20 NHKホール
#1135
B

高関健 ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1992/01/22 NHKホール
#1162
B

若杉弘 ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

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

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

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

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

1956/12/26,27 日比谷公会 堂 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/川崎静子(alt.)/五十
嵐喜芳(ten.)/伊藤宣行(br.)/国立音
楽大学(chor.)

1961/12/25,26,27 東京文化会館 シュヒター、ウィルヘルム ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/木村宏子(alt.)
/ポーラ、アリゴ(ten.)/中山悌一(br.)/
国立音楽大学(chor.)

1963/12/24,25,26 東京文化会館 ロイブナー、ウィルヘルム ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ベッシュ、ルートヒルデ(sop.)/
木村宏子(alt.)/布施隆治(ten.)
/中山悌一(br.)/国立音楽大学
(chor.)/東京放送合唱団(chor.)

1964/12/25,26,27 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/栗本尊子(alt.)
/藤沼明彦(ten.)/栗林義信(br.)/国
立音楽大学(chor.)/NHK東京放送合
唱団(chor.)



1965/12/25 東京文化会館 カイルベルト、ヨーゼフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/栗本尊子(alt.)
/森敏孝(ten.)/大橋国一(br.)/東京
放送合唱団(chor.)/国立音楽大学
(chor.)

1966/12/29 東京厚生年金会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/荒道子(alt.)/森敏孝
(ten.)/大橋国一(br.)/東京混声合唱
団(chor.)/二期会(chor.)/日唱アカデ
ミー(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)

合唱指揮：木下保

1967/12/25,26,27 東京文化会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

伊藤京子(sop.)/木村宏子(alt.)
/五十嵐喜芳(ten.)/大橋国一
(br.)
/東京混声合唱団(chor.)/二期会合
唱団(chor.)/日本合唱協会(chor.)/
藤原歌劇団合唱部(chor.)/東京放送
合唱団
(chor.)

合唱指揮：木下保

1968/12/18,19,23,2
4

東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

蒲生能扶子(sop.)/荒道子(alt.)
/五十嵐喜芳(ten.)/大橋国一(br.)/
東京混声合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部(chor.)

1969/12/25,26,27 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

中沢桂(sop.)/長野羊奈子(alt.)
/丹羽勝海(ten.)/大橋国一(br.)/東
京混声合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/日本合唱協会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部
(chor.)

1970/05/06,07 東京文化会館 #542A
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9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

サヴァリッシュ、ウォルフガング(pf.)/
中沢桂(sop.)/伊原直子(alt.)/丹羽勝
海(ten.)/大橋国一(br.)/東京混声合
唱団(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)/二期会(chor.)/日本合唱協
会(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1971/12/20 東京文化会館 スウィトナー、オットマール ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

1972/12/19～21,24 東京文化会館 ローゼンストック、ジョセフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

1973/06/27 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

NHKホール落成記念公演「N響第9の夕
べ」

1973/12/19 NHKホール マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

1974/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

心身障害児のための「第9」公演

1975/12/17 NHKホール マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

心身障害児のための「第9」公演

1976/12/22 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

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

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

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

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

1982/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

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

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

1984/12/22 NHKホール ノイマン、ヴァーツラフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

河原洋子(sop.)/伊原直子(alt.)
/小林一男(ten.)/勝部太(br.)/
国立音楽大学(chor.)

1985/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

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

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

合唱指揮：田中信昭

1986/12/22 NHKホール スウィトナー、オットマール ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

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

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

1988/12/22 NHKホール ライトナー、フェルディナント ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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



1989/09/25
Bunkamura オー
チャードホール

岩城宏之 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ケルム、リンダ(sop.)/シンプソン、マ
リエッタ(alt.)/劉維維(ten.)/木村俊光
(br.)/日本プロ合唱団連合(chor.)

Bunkamuraオープニング企画「ベートー
ヴェン・チクルス」

1989/12/22 NHKホール 若杉弘 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

1990/12/22 NHKホール ワルベルク、ハインツ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

佐藤しのぶ(sop.)/伊原直子(alt.)/小
林一男(ten.)/多田羅迪夫(br.)/国立
音楽大学(chor.)

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

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

1992/05/08 NHKホール
#1172
C

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

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

合唱指導：長井則文

1992/12/22 NHKホール 若杉弘 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

1993/12/22 NHKホール インバル、エリアフ ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

1994/12/22 NHKホール
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

1995/12/22 NHKホール
スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

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

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

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

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

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

1998/12/23 NHKホール コウト、イルジー ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

ワトソン、リンダ(sop.)/寺谷千枝子
(alt.)/シャシング、ルドルフ(ten.)/ウ
ルセン、フルーデ(br.)
/国立音楽大学(chor.)

1999/12/23 NHKホール メルクル、準 ベートーヴェン
交響曲 第9番 ニ短調 作品125
「合唱つき」

尾畑真知子(sop.)/小山由美(alt.)/市
原多朗(ten.)/妻屋秀和(br.)/国立音
楽大学(chor.)

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.)

2001/12/24 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.)

2002/05/09 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

2002/12/23 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

2003/12/23 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

2004/12/23 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

2005/12/15,17,18 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

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

2007/12/23 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.)

2008/12/23 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.)

2009/12/22 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.)

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



2010/12/22 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

2011/04/10 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

2011/12/22 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

2012/12/22 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

2013/12/21 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

2014/12/21 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.）

1996/09/12 NHKホール
#1299
A

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベートーヴェン
行進曲 ヘ長調「ボヘミア国防軍 のために」
WoO.18

1970/05/06,07 東京文化会館 #542A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 合唱幻想曲 作品62

サヴァリッシュ、ウォルフガング(pf.)/
東京混声合唱団(chor.)/東京放送合
唱団(chor.)/二期会(chor.)/日本合
唱協会(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

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

音楽コンクール50周年記念演奏会

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

都民芸術フェスティバル～第16回都民の
ためのコンサート

1989/11/10 NHKホール
#1094
C

スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56
ゲーベル、ホルスト(pf.)/マイレ、ハン
ス(vln.)/フォレスト、ルネ(vlc.)

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.)

1995/01/16 サントリーホール 十束尚宏 ベートーヴェン
三重協奏曲 ハ長調 作品56：第
3楽章

小山実稚恵(pf.)/加藤知子
(vln.)/山崎伸子(vlc.)

20周年記念ガラコンサート若い芽のコン
サート

1964/09/16 杉並公会堂 ルンプフ、アレクサンダー ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/02/24 不詳 岩城宏之 ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/05/01 東京文化会館 #502A カイルベルト、ヨーゼフ ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

1969/09/16 鈴鹿市民会館 若杉弘 ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

1970/04/30,05/01 東京文化会館 #541B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

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

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

1992/04/10 NHKホール
#1169
C

シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

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

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

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

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

1970/04/25 東京文化会館 #540 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第1番 作品138
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

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

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

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

1996/02/03 NHKホール
#1283
C

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

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

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

1963/02/14,15,16 東京文化会館 #436 岩城宏之 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1964/04/11 東京文化会館
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1964/10/10 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72
オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1967/11/25 新潟県民会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1969/05/12,13
フェスティバルホー
ル

マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72 ベートーベンの夕べ

1970/04/20,21 東京文化会館 #539 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72
ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

1974/03/06 NHKホール #625 A スウィトナー、オットマール ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72



1977/12/07 NHKホール #737 B シュタイン、ホルスト ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1979/11/09 NHKホール #793C ヴァント、ギュンター ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

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

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1990/05/17 NHKホール
#1113
A

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1993/12/22 NHKホール インバル、エリアフ ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

1995/09/19
Bunkamura オー
チャードホール

若杉弘 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72
ORCHARDSPECIAL'95
N響

1998/10/28
大分県立総合文化
センター

高関健 ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

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3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)

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3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 序曲「レオノーレ」 第3番 作品72

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3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

1988/09/20 神奈川県民ホール 秋山和慶 ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124
NHK交響楽団演奏会～ベートーベンの夕
べ～

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

1993/01/28 NHKホール
#1191
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124

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

1970/05/13,14 東京文化会館 #543B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 荘厳ミサ曲 ニ長調 作品123

蒲生能扶子(sop.)/長野羊奈子(alt.)/
丹羽勝海(ten.)/大橋国一(bs.)/東京
混声合唱団(chor.)/東京放送合唱団
(chor.)/二期会(chor.)/日本合唱協
会(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)

ベートーヴェン生誕200年記念ベートー
ヴェン・シリーズ

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

1967/12/26 東京文化会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン ベートーヴェン 大フーガ 変ロ長調 作品133

1973/06/27 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベートーヴェン 大フーガ 変ロ長調 作品133
NHKホール落成記念公演「N響第9の夕
べ」

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

1998/05/14 NHKホール
#1353
A

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

1999/01/27 サントリーホール
#1371
B

スクロヴァチェフスキ、スタ
ニスラフ

ベートーヴェン(ワインガルト
ナー)

大フーガ 変ロ長調 作品133 ワインガルトナーによる弦楽合奏版

1973/03/27 東京郵便貯金会館 若杉弘 別宮貞雄 ヴァイオリン協奏曲 江藤俊哉(vln.) 現代の音楽展'73第4夜

1972/03/03 東京文化会館 #574 A 森正 別宮貞雄 ヴィオラ協奏曲 今井信子(vla.) 1971年度第20回尾高賞受賞

1974/02/08 NHKホール #622A 岩城宏之 別宮貞雄 ヴィオラ協奏曲 江藤俊哉(vla.)

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

1964/12/25,26,27 東京文化会館 ルンプフ、アレクサンダー ヘラー スウェーリンク変奏曲

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

1978/05/03 NHKホール #750 B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ベルガー ロンディーノ・ジョコーゾ

1977/04/13 NHKホール #719 A ギーレン、ミヒャエル ベルク 3つの管弦楽曲 作品6

1964/09/10,11,12 東京文化会館 #449 ルンプフ、アレクサンダー ベルク ヴァイオリン協奏曲 豊田耕児(vln.)

1988/03/10 NHKホール
#1047
A

スウィトナー、オットマール ベルク ヴァイオリン協奏曲 堀正文(vln.)

1993/04/15 NHKホール
#1200
A

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

1998/10/14 サントリーホール
#1363
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルク ヴァイオリン協奏曲 ツェートマイアー、トーマス(vln.)

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.)

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.)

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.)

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.）

1992/01/10 NHKホール
#1160
C

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

佐藤しのぶ(マリー&マリーのこども)/
東京放送児童合唱団(chor.)

演奏会用編曲版

1989/04/07 NHKホール
#1079
C

十束尚宏 ベルク 抒情組曲から 3つの小品

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

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

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

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)



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)

1997/10/29 NHKホール
#1333
B

キタエンコ、ドミートリ ペルト ベンジャミン・ブリテンへの追悼 歌

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

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」

1971/09/09 東京文化会館
デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

ベルリーニ 歌劇「ノルマ」

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

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

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

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

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

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)

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」

1992/06/12 NHKホール
#1175
C

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

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

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

1974/01/18 NHKホール #619 A 秋山和慶 ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディク ト」：序曲

1974/01/26 NHKホール #621C 秋山和慶 ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディク ト」：序曲

1992/06/12 NHKホール
#1175
C

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

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

1965/11/27 NHKホール(旧) フルネ、ジャン ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

1969/06/17 東京文化会館 岩城宏之 ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

1969/09/29 東京厚生年金会館 フルネ、ジャン ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

1981/10/16 NHKホール #851C チェッカート、アルド ベルリオーズ
歌劇「ベンヴェヌート・チェルリーニ」 作品23：序
曲

1993/12/15 NHKホール
#1219
B

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

合唱指導：佐藤公孝

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

1971/03/27,29 東京厚生年金会館 #557 B 森正 ベルリオーズ
劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17：キャ
ピュレット家の宴会 / 愛の場面

1979/10/19 NHKホール #791A ストラウス、ポール ベルリオーズ
劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17：キャ
ピュレット家の宴会 / 愛の場面

1987/09/09 NHKホール
#1028
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24

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

合唱指導：関屋晋、古橋富士雄原語指導：
村田健司

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

1968/09/28 不詳 森正 ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：3つの小
品

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/10/24 東京文化会館 若杉弘 ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

1953/10/13,14 日比谷公会堂 #350 マルティノン、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1961/11/22,23,24 東京文化会館 #425 シュヒター、ウィルヘルム ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1963/04/06 NHKホール(旧) マルティノン、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/04/20,21,22 東京文化会館 #446
シルヴェストリ、コンスタン
ティン

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1964/10/15 東京文化会館 若杉弘 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1966/09/12,13 東京文化会館 #473B 岩城宏之 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1969/10/07 神奈川県立音楽堂 フルネ、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14



1971/06/24 東京厚生年金会館 #562A 岩城宏之 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1976/06/04 NHKホール #696 C 外山雄三 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1977/04/22 NHKホール #720 B ギーレン、ミヒャエル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1978/05/31 NHKホール #753A 小林研一郎 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

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

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

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

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

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

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

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

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1991/02/20 NHKホール
#1135
B

高関健 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1993/09/27
ベルリン・フィ ル
ハーモニー・コン
サートホール

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1995/09/19
Bunkamura オー
チャードホール

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

1996/04/06 NHKホール
#1289
C

若杉弘 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

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

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

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

2002/03/08 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

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

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

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

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

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

2013/08/25
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

1969/10/14,15 東京文化会館 #529 B フルネ、ジャン ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 白神定典(vla.)

1978/11/08 NHKホール #763A デルヴォー、ピエール ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 作品16 菅沼準二(vla.)

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

1997/12/17 NHKホール
#1339
B

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

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.)

1989/01/20 NHKホール
#1071
C

ギブソン、アレクサンダー ベルリオーズ 序曲「ウェーヴァリー」 作品1bis

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

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

1964/01/25 NHKホール(旧) 外山雄三 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/01/22 東京文化会館 デルヴォー、ピエール ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1966/10/09 福山市民会館 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1968/09/28 不詳 森正 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/02/15 埼玉会館 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 第7回県民コンサート

1969/12/13 不詳 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1971/03/02 東京厚生年金会館 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
第2回心身障害児のための〈N響〉慈善演
奏会

1973/07/25 NHKホール(旧) 岩城宏之 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9 旧NHKさよならコンサート

1976/07/07 NHKホール #697 A 秋山和慶 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1979/11/21 NHKホール #795 B ヴァント、ギュンター ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

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

1988/06/20 サントリーホール スラットキン、レナード ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団シリーズ'88

1994/05/19 NHKホール
#1233
A

プラッソン、ミシェル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1995/12/07 NHKホール
#1278
A

デュトワ、シャルル ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

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



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

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

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

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」

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

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

1962/03/12,13,14 東京文化会館 #429 シュヒター、ウィルヘルム ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

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

1995/10/14 NHKホール
#1271
C

プレヴィン、アンドレ 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 ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

1988/11/09 NHKホール
#1065
A

アサートン、デーヴィッド ベルリオーズ 序曲「宗教裁判官」 作品3

1991/03/08 NHKホール
#1136
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ベルワルド 交響曲 第4番 変ホ長調

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

1979/11/09 NHKホール #793C ヴァント、ギュンター ヘンデル オルガン協奏曲 ト短調 作品4-1 ロッグ、リオネル(org.)

1973/06/23 NHKホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

ヘンデル オルガン協奏曲 ヘ長調 作品4- 4 ラインベルガー、イルジー(org.)
新NHKホール落成記念公演N響オルガン
の夕べ

1974/03/30 NHKホール 尾高忠明 ヘンデル
オルガン協奏曲 変ロ長調 作品
7-3

ウェーバージンケ、アマデウス
(org.)

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1970/07/18 不詳 岩城宏之 ヘンデル ハープ協奏曲 変ロ長調 作品4- 6 桑島すみれ(hrp.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

1990/11/30 NHKホール
#1127
C

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

1963/04/25 東京文化会館 マルティノン、ジャン ヘンデル 合奏協奏曲 ト短調 作品6-6 マルティノン特別演奏会

1972/02/07,08 東京文化会館 #572A ヴィッヒ、ギュンター ヘンデル 合奏協奏曲 ハ長調

1968/05/07,08 東京文化会館 #503B カイルベルト、ヨーゼフ ヘンデル 合奏協奏曲 変ロ長調 作品3-2

1985/12/21 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」

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

1967/07/02 岐阜市民会館 岩城宏之 ヘンデル 組曲「水の上の音楽」

1967/07/08 不詳 岩城宏之 ヘンデル 組曲「水の上の音楽」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/07/23 不詳 岩城宏之 ヘンデル 組曲「水の上の音楽」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/08/16 不詳 若杉弘 ヘンデル 組曲「水の上の音楽」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1973/11/17 NHKホール #615 C ヴィッヒ、ギュンター ヘンデル 組曲「水の上の音楽」

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

1970/03/10 東京文化会館 岩城宏之 ヘンデル(ハーティ) 組曲「王宮の花火の音楽」

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 ヘンデル(ハーティ) 組曲「王宮の花火の音楽」：序曲
第8回N響ゴールデンポップス映画「ジョン
とメリー」使用曲

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

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

1988/08/01 NHKホール 外山雄三 ヘンデル(ハーティ) 組曲「水の上の音楽」 (抜粋) N響「夏」'88

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

サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団モーツァルト・シリーズ～モーツァルトと
ヘンデルの世界K.572

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.)

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.)

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

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

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

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

1970/01/28,29 東京文化会館 #534 A 岩城宏之 ペンデレツキ 広島の犠牲者に捧げる哀歌

1988/12/01 NHKホール
#1068
A

ヤノフスキ、マレク ペンデレツキ 広島の犠牲者に捧げる哀歌

1989/09/07 NHKホール
#1089
A

尾高忠明 ボアエルデュー ハープ協奏曲 ハ長調 吉野直子(hrp.)



1993/02/13 NHKホール
#1193
C

フルネ、ジャン ボアエルデュー 歌劇「白衣の婦人」：序曲

1995/11/11 NHKホール
#1274
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

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

1985/08/31
ゆうぽうと簡易保
険ホール

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

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

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

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

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

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

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

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 細川俊夫 遠景 I

1989年第37回尾高賞受賞
MusicinFuture1989
プレトーク(18:00～)：細川俊夫/一柳慧/近
藤譲/佐野光司(司会)

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

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

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

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

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

1963/04/25 東京文化会館 マルティノン、ジャン ボッケリーニ チェロ協奏曲 平井丈一郎(vlc.) マルティノン特別演奏会

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.)

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)

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

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

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

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

1969/07/27 東京文化会館 岩城宏之 ホルスト 組曲「惑星」 作品32 東京混声合唱団(femalechor.)

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

1992/10/01 NHKホール
#1182
A

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

1996/01/12 NHKホール
#1280
C

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

1998/04/02 NHKホール
#1347
A

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

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.)

2005/06/27 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

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.)

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

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)

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

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

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 ホルスト 組曲「惑星」 作品32：木星 / 天王星 / 火星 第1回N響ゴールデンポップス

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1969/05/20 東京文化会館 #526 A マタチッチ、ロヴロ･フォン ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1978/03/03 NHKホール 森正 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
第12回N響ゴールデンポップス協奏曲の
夕べ

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

1994/01/07 NHKホール
ブロムシュテット、ヘルベル
ト

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

1999/02/26,27 NHKホール
#1375
C

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り

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
～

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

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



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

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

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

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：夢もなく休息もない ロンドン、ジョージ(br.)

1977/02/16 NHKホール #714 B ローゼンストック、ジョセフ ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

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

1993/11/17 NHKホール
#1216
B

シュタイン、ホルスト ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

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」

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

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

1970/06/13 不詳 若杉弘 ポンキエルリ 歌劇「ジョコンダ」：時の踊り NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 ポンキエルリ 歌劇「ジョコンダ」：時の踊り 第13回心身障害児のためのN響演奏会

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー
こどもの不思議な角笛：トラン ペットが美しく鳴り
響くところ / ラインの伝説

伊原直子(alt.)
サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団シリーズ1988

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

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー
こどもの不思議な角笛：魚に説 教するパドバの
聖アントニオ / 原光

伊原直子(alt.)
サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団シリーズ1988

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

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

ヴァイクル、ベルント(br.)

1960/10/24 Salle Pleyel クレツキ、パウル マーラー さすらう若者の歌
フィッシャー・ディースカウ、ディートリ
ヒ(br.)

パリ

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー さすらう若者の歌 河野克典(br.)

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.)

2008/07/06 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

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

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

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

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー 花の章

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

1974/11/21 NHKホール #645 B クレー、ベルンハルト マーラー 交響曲 第10番

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー 交響曲 第10番

1998/01/16 NHKホール
#1341
C

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第10番

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

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

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

1964/02/03,04,05 東京文化会館 #444 岩城宏之 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1968/05/28,29 東京文化会館 #506 A 外山雄三 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1975/05/14 NHKホール #662B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1977/10/21 NHKホール #732C 岩城宏之 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1979/12/12 NHKホール #798 B
ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1984/01/20 NHKホール #921C スウィトナー、オットマール マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

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

1987/10/16,17 NHKホール
#1033
C

カリーディス、ミルティアデス マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1988/10/31 サントリーホール
リッケンバッハー、カール･
アントン

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
サントリーホール定期演奏会NHK交響楽
団シリーズ1988

1989/04/07 NHKホール
#1079
C

十束尚宏 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

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

1990/11/15 NHKホール
#1125
A

ノイマン、ヴァーツラフ マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1995/05/12 NHKホール
#1262
C

若杉弘 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1997/02/08 NHKホール
#1313
C

スタインバーグ、ピンカス マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

1999/04/08 NHKホール
#1377
A

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

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



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」

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」

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」

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

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」

1979/01/12 NHKホール #769 A スウィトナー、オットマール マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」
曽我栄子(sop.)/辻宥子(alt.)/
国立音楽大学(chor.)

合唱指揮：佐藤公孝

1987/07/02 NHKホール
#1027
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

合唱指導：佐藤公孝

1991/11/14 NHKホール
#1155
A

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

合唱指導：三澤洋史

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

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

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

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

合唱指揮：佐藤公孝/金子ミヨ/尾原敏子

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

合唱指揮：島塚光/尾原敏子

1987/02/12 NHKホール
#1014
A

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

合唱指導：長井則文、尾原敏子

1990/01/24 NHKホール
#1102
B

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

合唱指導：河地良智/長谷川冴子

1993/12/09 NHKホール
#1218
A

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

合唱指導：関屋晋/古橋富士雄

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

1974/03/15 NHKホール #626 B スウィトナー、オットマール マーラー 交響曲 第4番 ト長調 伊藤京子(sop.)

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

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

1988/09/02,03 NHKホール
#1058
C

サロネン、エサ･ペッカ マーラー 交響曲 第4番 ト長調 釜洞祐子(sop.)

1989/04/28 サントリーホール
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

マーラー 交響曲 第4番 ト長調 ヴァラディ、ユリア(sop.)

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 マーラー 交響曲 第4番 ト長調
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1991/02/08 NHKホール
#1133
C

広上淳一 マーラー 交響曲 第4番 ト長調 三縄みどり(sop.)

1995/04/13 NHKホール
#1259
A

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

1996/06/01 NHKホール
#1295
C

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

1998/05/20 NHKホール
#1354
B

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

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.)

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.)

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.)

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

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.）

1977/06/08 NHKホール #725 B ワルベルク、ハインツ マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

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

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

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

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1989/09/07 NHKホール
#1089
A

尾高忠明 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1993/05/27 NHKホール
#1203
A

スラットキン、レナード マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1997/06/12 NHKホール
#1326
A

デュトワ、シャルル マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

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

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



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

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

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

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

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

1975/02/05 NHKホール #652A ギーレン、ミヒャエル マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

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

1992/02/19 NHKホール
#1165
B

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1996/05/22 NHKホール
#1294
B

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

1999/02/11 NHKホール
#1373
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

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」

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

1989/03/09 NHKホール
#1077
A

ドレヴァンツ、ハンス マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

1997/09/11 NHKホール
#1329
A

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

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」

1992/01/16 NHKホール
#1161
A

若杉弘 マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

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

合唱指導：関屋晋

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)：松井慶太唱指揮
（NHK東京児童合唱団)：加藤洋朗

1987/01/28 NHKホール
#1012
B

ボド、セルジュ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1989/12/14 NHKホール
#1099
B

若杉弘 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1992/11/11 NHKホール
#1186
B

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

1994/09/25
Symphony Hall
Birmingham

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 バーミンガム

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

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

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

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

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

1970/10/19,20 東京厚生年金会館 #546 A ウェラー、ワルター マーラー 交響曲「大地の歌」
丹羽勝海(bs.)/長野羊奈子
(alt.)

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

1989/06/28 NHKホール
#1087
B

タバシュニク、ミシェル マーラー 交響曲「大地の歌」 伊原直子(alt.)/川上洋司(ten.)

1990/09/26 NHKホール
#1120
A

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

1998/01/16 NHKホール
#1341
C

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

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.)

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

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

1992/10/30 NHKホール
#1184
C

ブロムシュテット、ヘルベル
ト

マーラー
最後の七つの歌：死んだ鼓手 /
少年鼓手

ヴァイクル、ベルント(br.)

1959/06/15,16,17 日比谷公会堂 #406 シュヒター、ウィルヘルム マーラー 亡き子をしのぶ歌 中山悌一(br.)

1976/12/08 NHKホール #707 B ライトナー、フェルディナント マーラー 亡き子をしのぶ歌 ソウクポヴァー、ヴェラ(alt.)

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

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

1988/06/03,04 NHKホール
#1055
C

スラットキン、レナード マクダウェル ピアノ協奏曲 第2番 ニ短調 作品23 シーゲル、ジェフリー(pf.)

1996/06/06 NHKホール
#1296
A

スラットキン、レナード マクティー サーキット



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)

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

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

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

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

1961/10/21 東京文化会館 モレルリ、ジュゼッペ マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」

シミオナート、ジュリエッタ(サントゥッ
ツァ)/エレディア、レナータ(サントゥッ
ツァ)/ディ・スタジオ、アンナ(ローラ)/
ロ・フォレーゼ、アンジェロ(トゥリッ
ドゥ)/ドラーツィ、アッティリオ(アル
フィオ)/ピーニ、アマリア(ルチア)/東
京放送合唱団(chor.)/二期会
(chor.)/藤原歌劇団合唱部(chor.)/
東京コラリアーズ
(chor.)

LIRICAITALIANATERZASTAGIONE
合唱指導：森正演出：ブルーノ・ノフリ振
付：ロイ・トバイアス/島田広振付補佐：関
口長世プロンプター：アルトゥーロ・ヴォル
フ・フェラーリ補助指揮：福永陽一郎/外山
雄三
/若杉弘バレエ：日本バレエ協会員協演：
三期会美術：チェーザレ・マリオ・クリス
ティーニ

1976/09/02 NHKホール
デ・ファブリツィース、オリ
ヴィエーロ

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」

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

1968/08/17 不詳 森正 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲
「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

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

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

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 マスカーニ 歌劇「仮面」：序曲

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

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲 ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲 田中千香士(vln.)
「サマーコンサート」～第9回心身障害者の
ためのコンサート

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 マスネ 歌劇「タイス」：瞑想曲 第13回心身障害児のためのN響演奏会

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

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

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

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

高橋美智子(marimba) 1980年第28回尾高賞受賞

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

高橋美智子(marimba)

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

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

1979/03/14 NHKホール #775 A 岩城宏之 松村禎三 ピアノ協奏曲 第2番 神谷郁代(pf.) 1978年度第27回尾高賞受賞

1979/03/28 NHKホール #777 B 岩城宏之 松村禎三 ピアノ協奏曲 第2番 神谷郁代(pf.)

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

1969/03/01 東京文化会館 #518 A 岩城宏之 松村禎三 管弦楽のための前奏曲 1968年度第17回尾高賞受賞

1975/10/15 NHKホール #672B 外山雄三 松村禎三 管弦楽のための前奏曲

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

1960/09/04 モスクワ音楽 院 外山雄三 間宮芳生
「朳 (えんぶり)」オーケストラのための2つのタブ
ロー

モスクワ

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 間宮芳生
「朳 (えんぶり)」オーケストラのための2つのタブ
ロー

ワルシャワ

1960/09/22 ムジークハレ 岩城宏之 間宮芳生
「朳 (えんぶり)」オーケストラのための2つのタブ
ロー

ハンブルク

1965/10/30 東京文化会館 外山雄三 間宮芳生 オーケストラのための二つのタブロー '65 世界初演第20回文部省芸術祭

1966/02/22 東京文化会館 #466 A 外山雄三 間宮芳生 オーケストラのための二つのタブロー '65 1965年度第14回尾高賞受賞

1967/03/07,08 東京文化会館 #483B 外山雄三 間宮芳生 オーケストラのための二つのタブロー '65

1971/03/20 東京厚生年金会館 #556 A 森正 間宮芳生 ピアノ協奏曲 第2番 野島稔(pf.) 1970年度第19回尾高賞受賞

1972/03/27,28 東京文化会館 #575 B 森正 間宮芳生 ピアノ協奏曲 第2番 野島稔(pf.)



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

東京放送児童合唱団(childrenchor.)

1966/04/13
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽) 世界初演

1967/03/01,02 東京文化会館 #482A 外山雄三 黛敏郎 BUGAKU (舞楽) 1966年度第15回尾高賞受賞

1968/03/28,29 東京文化会館 #501B 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

1969/10/23,24 東京文化会館 #530 A 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

1970/03/15
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

1979/09/07 Perth Concert Hall 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽) パース

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

1989/08/30
Bunkamura オー
チャードホール

岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

Bunkamuraオープニング・コンサート(非公
開)式の開演時間は10時半終演は12時15
分となっており、N響の演奏が実際何時か
ら始まったのかは不明

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

1964/10/10 東京文化会館 岩城宏之 黛敏郎 音楽の誕生
世界初演オリンピック東京大会記念・NHK
交響楽団特別演奏会

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

作曲家・個展’82「黛敏郎」

1967/11/29 東京文化会館 森正 黛敏郎 呪 (しゅ) 世界初演現代日本の作品の夕べ

1960/09/01
ヴィギャン・ バーワ
ン

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ニューデリー

1960/09/09
Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 アスコナ

1960/09/15
ブラチスラヴァ・フィ
ルハーモニア

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ワルシャワ

1960/09/26
Kongress- Saal
Deutsches
Museum

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ミュンヘン

1960/10/07
Auditorium Foro
Italiano

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ローマ

1976/10/13 NHKホール #701B 山田一雄 黛敏郎 曼荼羅交響曲

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

1959/04/20,22,23or
5/27

日比谷公会堂 #404 シュヒター、ウィルヘルム 黛敏郎 涅槃交響曲
国立音楽大学(chor.)/東京コラリ
アーズ(chor.)/二期会(chor.)
/日本大学合唱団(chor.)

1958年度第7回尾高賞受賞

1972/03/19 東京文化会館 岩城宏之 黛敏郎 涅槃交響曲 日本プロ合唱団連合(chor.) 第11回NHK音楽祭―第3夜N響の夕べ

1978/02/04 NHKホール 外山雄三 黛敏郎 涅槃交響曲 日本合唱協会(chor.) 合唱指揮：田中信昭

1982/10/18 東京文化会館 岩城宏之 黛敏郎 涅槃交響曲 日本プロ合唱団連合(chor.) 作曲家・個展’82「黛敏郎」

1985/11/13 NHKホール #974 B シュタイン、ホルスト マルタン
7つの管楽器と弦楽とティンパニのための協奏
曲

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

1963/05/20,21,22 東京文化会館 #439 マルティノン、ジャン マルタン 小協奏交響曲
山畑松枝(hrp.)/本荘玲子
(harpsi.)/井上二葉(pf.)

1976/04/30 NHKホール #688 A
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

マルタン 小協奏交響曲
本荘玲子(harpsi.)/桑島すみれ
(hrp.)/サヴァリッシュ、ウォルフガン
グ(pf.)

1998/03/28 NHKホール
#1346
C

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

1969/05/09 東京厚生年金会館 マタチッチ、ロヴロ･フォン マルチェルロ 合奏協奏曲 ヘ長調 作品1-4
田中千香士(vln.)/堀伝(vln.)/
奥邦夫(Va)/小野崎純(vlc.)

1968/01/30,31 東京文化会館 #498 A ディクソン、ディーン マルティヌー 2つのオーケストラのための協奏交響曲

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

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

1992/06/24 NHKホール
#1177
B

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

1975/05/14 NHKホール #662B
サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

マルティヌー 交響曲 第4番

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

マルティヌー 交響曲 第4番

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

1986/11/19 NHKホール
#1006
B

ノイマン、ヴァーツラフ マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

1994/12/14 NHKホール
#1249
B

ビェロフラーヴェク、イル
ジー

マルティヌー 交響曲 第6番 「交響的幻想曲」

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」

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 マルトゥッチ ノットゥルノ 作品70-1

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



2007/07/08
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)

1973/03/27 東京郵便貯金会館 若杉弘 水野修考 オーケストラのための1966 改訂初演現代の音楽展'73第4夜

1973/03/27 東京郵便貯金会館 若杉弘 南弘明 ソプラノと管弦楽のための「七 夕の歌」 瀬山詠子(sop.) 現代の音楽展'73第4夜

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

1966/03/19 東京文化会館 岩城宏之 三善晃 ヴァイオリン協奏曲 江藤俊哉(vln.)

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

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

1975/09/10 NHKホール #668 A 岩城宏之 三善晃 チェロ協奏曲 第1番 堤剛(vlc.) 1974年度第23回尾高賞受賞

1975/09/17 NHKホール #669 B 岩城宏之 三善晃 チェロ協奏曲 第1番 堤剛(vlc.)

1976/03/12 NHKホール #686 C 岩城宏之 三善晃 チェロ協奏曲 第1番 堤剛(vlc.)

1989/04/07 NHKホール
#1079
C

十束尚宏 三善晃 チェロ協奏曲 第1番 堤剛(vlc.)

1962/10/31 東京文化会館 森正 三善晃 ピアノ協奏曲 本荘玲子(pf.) 世界初演

1963/03/13,14,15 東京文化会館 #437 外山雄三 三善晃 ピアノ協奏曲 本荘玲子(pf.) 1962年度第11回尾高賞受賞

1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 三善晃 レオス
京都市交響楽団委嘱サントリーホール定
期演奏会NHK交響楽団シリーズ'87～都市
と音楽III京都―伝統と革新

1972/03/15 東京文化会館 岩城宏之 三善晃 レクイエム 日本プロ合唱団連合(chor.)
日本プロ合唱団連合委嘱世界初演
日本プロ合唱団連合合同演奏会

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

1991/09/27 NHKホール
#1151
C

サヴァリッシュ、ウォルフガ
ング

三善晃 魁響の譜

1964/10/23 東京文化会館 外山雄三 三善晃 管弦楽のための協奏曲
世界初演オリンピック東京大会記念・NHK
交響楽団特別演奏会

1965/03/25,26,27 東京文化会館 #454 岩城宏之 三善晃 管弦楽のための協奏曲
1964年度第13回尾高賞受賞
1964年度文部省「芸術祭賞」受賞

1969/10/29,30 東京文化会館 #531B 岩城宏之 三善晃 管弦楽のための協奏曲

1972/06/14 東京文化会館 #582A 岩城宏之 三善晃 管弦楽のための協奏曲

1976/10/08 NHKホール 尾高忠明 三善晃 管弦楽のための協奏曲

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

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

1970/03/15
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 三善晃 祝典序曲

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

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

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

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

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

1988/10/01 サントリーホール 外山雄三 三善晃 童声合唱とオーケストラのための「響紋」 東京放送児童合唱団(childrenchor.)
＜芸術祝祭典＞昭和63年度(第43回)芸術
祭オーケストラへの誘い

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

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 三善晃 焉歌・波摘み

1999年第47回尾高賞受賞
MusicTomorrow1999
プレトーク(18:20～)：三善晃/池辺普一郎/
楢崎洋子(司会)

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

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)

1993/02/03 NHKホール
#1192
B

スヴェトラーノフ、エフゲー
ニ

ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」：間奏曲

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」：序奏

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」：序奏 ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ムソルグスキー
歌劇「ボリス・ゴドノフ」：ボリスの死「さようなら、
わが子よ―聞 け、とむらいの鐘
がなる」

ロンドン、ジョージ(br.)

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」 第13回心身障害児のためのN響演奏会

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ムソルグスキー
組曲「展覧会の絵」(ラヴェル編曲)から「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

2014/08/03 NHKホール 山下一史 ムソルグスキー
組曲「展覧会の絵」(ラヴェル編曲)から「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

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.)

2000/04/12 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」



2000/11/22 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
ムソルグスキー(ストコフス
キー)

組曲「展覧会の絵」

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

組曲「展覧会の絵」 サントリーホール定期演奏会1993=IV


