
日付 会場 定期 指揮者 作曲家 曲名 ソリスト 備考

1971/07/10放送 NHKスタジオ 秋山和慶 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1972/05/24 東京文化会館 秋山和慶 リスト 交響詩「レ・プレリュード」 東京労音5月例会・N響特別演奏会

1972/05/24 東京文化会館 秋山和慶 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 東京労音5月例会・N響特別演奏会

1972/05/24? 東京文化会館 秋山和慶 スメタナ
歌劇「売られた花嫁」：旅芸人たちの入場と道化
師の踊り

東京労音5月例会・N響特別演奏会

1973/10/21放送 不詳 秋山和慶 甲斐直彦 バイオリン協奏曲 豊田耕児(vln.) NHKラジオ「現代の音楽」

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

1974/01/18 NHKホール #619 A 秋山和慶 ショーソン 交響曲 変ロ長調 作品20

1974/01/18 NHKホール #619 A 秋山和慶 レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1974/01/23 NHKホール #620 B 秋山和慶 ヴェルディ 歌劇「椿姫」：ああ、そはかの人か―花から花へ ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/23 NHKホール #620 B 秋山和慶 ヴェルディ 歌劇「リゴレット」：慕わしい人の名は ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/23 NHKホール #620 B 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：私の運命は苦しみに満ちて ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/23 NHKホール #620 B 秋山和慶 レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

1974/01/26 NHKホール #621 C 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 #621 C 秋山和慶 グリンカ
歌劇「ルスランとリュドミーラ」：リュドミーラのカ
ヴァティーナ

ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/26 NHKホール #621 C 秋山和慶 リムスキー・コルサコフ 歌劇「雪娘」：けれど、私はどう したのだろう？ ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/26 NHKホール #621 C 秋山和慶 ドニゼッティ 歌劇「ルチア」：優しいささやき ルデンコ、ベラ(sop.)

1974/01/26 NHKホール #621 C 秋山和慶 レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」 作品61：スケルツォ/ 夜想曲 /
結婚行進曲

1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 田中千香士(vln.)

1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1974/07/31 NHKホール 秋山和慶 メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 作品26

1974/10/19放送 不詳 秋山和慶 三木稔 破の曲 箏とオーケストラのための協奏曲 野坂恵子(箏) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

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

1976/07/07 NHKホール #697 A 秋山和慶 パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6 パールマン、イツァーク(vln.)

1976/07/07 NHKホール #697 A 秋山和慶 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1976/07/09 NHKホール #698 C 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1976/07/09 NHKホール #698 C 秋山和慶 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 野島稔(pf.)

1976/07/09 NHKホール #698 C 秋山和慶 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

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

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

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

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 バッハ、J.S.
2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV1043

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

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶 シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336
NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

NHKクラシック・ステージ～N響サマー・ス
ペシャル～
司会：中田薫

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

秋山和慶
ロイド･ウェッバー
(南安雄)

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

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

1984/07/26
昭和女子大学 人
見記念講堂

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

アイザック・スターンと仲間たち

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

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124 第37回NTT

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 中村紘子(pf.) 第37回NTT

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 第37回NTT

1988/09/19
高知県民文化ホー
ル

秋山和慶 ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創 造物」 作品43：序
曲

第37回NTT

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 6つのメヌエットとトリオ K.164

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 交響曲 第33番 変ロ長調 K.319

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 徳永二男(vln.)/菅沼準二(vla.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント 変ロ長調
K.270

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/03 サントリーホール 秋山和慶 モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
1989-1991
～モーツァルト・ザルツブルク・コンサート
ザルツブルク大司教宮殿にて～

1989/07/15
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/15
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.)
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/15
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 モーツァルト、W.A.
ディヴェルティメント ニ長調
K.136

世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

秋山和慶 モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492： 愛の神よ、照覧
あれ / 楽しい思い出はどこへ

佐藤しのぶ(sop.)
世界デザイン博覧会オープニングコン
サート

1989/07/16
白鳥センチュリー
プラザ（名古屋市）

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

1989/10/24 サントリーホール 秋山和慶 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 チョン、キョン・ファ(vln.)
第50回NTT～チョン・キョンホア＝N響2大
協奏曲の夕べ～

1989/10/24 サントリーホール 秋山和慶 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 チョン、キョン・ファ(vln.)
第50回NTT～チョン・キョンホア＝N響2大
協奏曲の夕べ～

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 池辺晋一郎 悲しみの森

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

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 リーバーマン、L. フルートとハープのための協奏曲 作品48 工藤重典(fl.)/早川りさこ(hrp.)
日本初演
MusicTomorrow1999プレトーク(18:20～)：
三善晃/池辺普一郎/楢崎洋子(司会)

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 三善晃 焉歌・波摘み

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

1999/06/04 東京オペラシティ 秋山和慶 池辺晋一郎 シンフォニー VII 「一滴の共感 へ」
N響委嘱世界初演
MusicTomorrow1999プレトーク(18:20～)：
三善晃/池辺普一郎/楢崎洋子(司会)



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

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

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

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

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

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

1958/03/30放送 不詳 芥川也寸志 芥川也寸志 エローラ交響曲 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド ストラヴィンスキー ロシア風スケルツォ

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63 リン、チョーリャン(vln.)

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド ディーリアス ハッサン：間奏曲 / セレナード 山口裕之(vln.)

1988/11/04,05 NHKホール
#1064
C

アサートン、デーヴィッド ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1988/11/09 NHKホール
#1065
A

アサートン、デーヴィッド ベルリオーズ 序曲「宗教裁判官」 作品3

1988/11/09 NHKホール
#1065
A

アサートン、デーヴィッド メシアン さればわれ死者の復活を待ち望む

1988/11/16 NHKホール
#1066
B

アサートン、デーヴィッド ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 海の間奏曲 作
品33a

1988/11/16 NHKホール
#1066
B

アサートン、デーヴィッド イベール フルート協奏曲 ブラウ、アンドレアス(fl.)

1988/11/16 NHKホール
#1066
B

アサートン、デーヴィッド ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 作品13

1992/09/04 NHKホール
#1178
C

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

1992/09/04 NHKホール
#1178
C

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

ダルベルト、ミシェル(pf.)

1992/09/04 NHKホール
#1178
C

アサートン、デーヴィッド ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1992/09/10 NHKホール
#1179
A

アサートン、デーヴィッド ティペット 交響曲 第2番

1992/09/10 NHKホール
#1179
A

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

1992/09/10 NHKホール
#1179
A

アサートン、デーヴィッド ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

1992/09/16 NHKホール
#1180
B

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

1992/09/16 NHKホール
#1180
B

アサートン、デーヴィッド ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107 マイスキー、ミーシャ(vlc.)

1992/09/16 NHKホール
#1180
B

アサートン、デーヴィッド シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

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

1992/09/21 サントリーホール アサートン、デーヴィッド ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1992III)
歴史が驚いた名曲

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

1996/01/12 NHKホール
#1280
C

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

1996/01/12 NHKホール
#1280
C

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

1996/01/18 NHKホール
#1281
A

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

1996/01/18 NHKホール
#1281
A

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



1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド バックス 交響詩「ティンタジェルの城」

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

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

1996/01/24 NHKホール
#1282
B

アサートン、デーヴィッド シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

1967/10/11 東京文化会館 #490 A 朝比奈隆 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

1967/10/11 東京文化会館 #490 A 朝比奈隆 グリエール
ハープ協奏曲 変ホ長調 作品
74

ドゥロワ、ヴェラ(hrp.)

1967/10/17 東京文化会館 #491 B 朝比奈隆 ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲

1967/10/17 東京文化会館 #491 B 朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

1967/10/17 東京文化会館 #491 B 朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

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

1994/06/04 NHKホール
#1235
C

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

1994/06/04 NHKホール
#1235
C

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1995/12/13 NHKホール
#1279
B

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

1995/12/13 NHKホール
#1279
B

朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1997/03/06 NHKホール
#1317
A

朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

2000/05/25 NHKホール
#1408
A

朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 (ハース版)

2000/11/03 NHKホール
#1417
C

朝比奈隆 ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

1975/05/26 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550 コンチェルトの夕べ

1975/05/26 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調
K.482

アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

コンチェルトの夕べ

1975/05/26 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調
K.467

アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

コンチェルトの夕べ

2000/10/19 NHKホール
#1415
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

アシュケナージ委嘱
日本初演

2000/10/19 NHKホール
#1415
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

コプチャーク、セルゲイ(br.)/二期会
合唱団(malechor.)

合唱指導：江上孝則

2000/10/25 サントリーホール
#1416
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2000/10/25 サントリーホール
#1416
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 鳥は星形の庭に降りる ブルージュ

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 ブルージュ

2004/07/10 コンセルトヘボウ
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ バレエ音楽「黄金時代」：ポルカ ブルージュ

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

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

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

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

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

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

2004/10/15 NHKホール
#1523
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

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

2004/10/15 NHKホール
#1523
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト アルプス交響曲 作品64

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

2004/10/24 NHKホール
#1524
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第3番 ニ長調 作品29
「ポーランド」

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

2004/10/24 NHKホール
#1524
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

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

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

清水和音(pf.)
新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

新潟県中越地震被害者支援チャリティー
コンサート

2005/01/08 NHKホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/01/14 NHKホール
#1532
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

小林研一郎 パッサカリア

2005/01/14 NHKホール
#1532
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 ウォーター･ドリーミング バイノン、エミリー(fl.)

2005/01/14 NHKホール
#1532
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30



2005/01/23 神戸文化ホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/01/23 神戸文化ホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

阪神淡路震災10年追悼N響神戸特別演奏
会

2005/01/23 神戸文化ホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A.
アヴェ・ヴェルム・コルプス
K.618

阪神淡路震災10年追悼N響神戸特別演奏
会

2005/01/29 NHKホール
#1534
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/01/29 NHKホール
#1534
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シュトラウス、リヒャルト 4つの最後の歌 浜田理恵(sop.)

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」

2005/09/24 NHKホール
#1550
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2005/09/30 NHKホール
#1551
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/09/30 NHKホール
#1551
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/10/13 ウィーン楽友協会
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2005/12/15,17,18 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

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 リヴァラン
アシュケナージ、ウラディーミル
(pf.)

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

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

谷川俊太郎(poemandnarr.)

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

2006/02/20 サントリーホール
アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹
フロム・ミー・フローズ・ホワット・ ユー・コール・タ
イム

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

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

2006/02/25 NHKホール
#1562
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

N響創立80周年記念

2006/02/25 NHKホール
#1562
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

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

2006/03/03 NHKホール
#1563
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

2006/03/03 NHKホール
#1563
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

2006/03/08 サントリーホール
#1564
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85 ワン、ジャン(vlc.)

2006/03/08,09 サントリーホール
#1564
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

2006/09/22 NHKホール
#1577
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2006/09/22 NHKホール
#1577
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2006/09/27 サントリーホール
#1578
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2006/09/27 サントリーホール
#1578
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2006/10/06 NHKホール
#1579
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

武満徹 鳥は星形の庭に降りる

2006/10/06 NHKホール
#1579
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 グリモー、エレーヌ(pf.)

2006/10/06 NHKホール
#1579
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラヴェル
「ダフニスとクロエ」組曲 第1番 /
第2番

栗友会(chor.)

2006/10/14
Walt Disney
Concert Hall

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2006/10/14
Walt Disney
Concert Hall

アシュケナージ、ウラディー
ミル

エルガー 変奏曲「謎」 作品36 ロサンゼルス

2006/10/14
Walt Disney
Concert Hall

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ドビュッシー 交響詩「海」 ロサンゼルス

2007/02/10 NHKホール
#1589
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

モーツァルト、W.A. 交響曲 第25番 ト短調 K.183

2007/02/10 NHKホール
#1589
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

マーラー 交響曲 第4番 ト長調 エク、クララ(sop.)

2007/02/16 NHKホール
#1590
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー
交響曲 第2番 ハ短調 作品17
「小ロシア」



2007/02/16 NHKホール
#1590
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2007/02/21 サントリーホール
#1591
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

シグルビェルンソン スマルトーナル

2007/02/21 サントリーホール
#1591
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

エルガー 変奏曲「謎」 作品36

2007/02/21 サントリーホール
#1591
B

アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

デュカス 交響詩｢魔法使いの弟子｣ 東京文化会館公演

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」 第2番 東京文化会館公演

2007/06/13 東京文化会館
アシュケナージ、ウラディー
ミル

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

2007/06/23 NHKホール
#1596
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30 清水和音(pf.)

2007/06/23 NHKホール
#1596
A

アシュケナージ、ウラディー
ミル

チャイコフスキー 交響曲 作品58 「マンフレッド」

2007/06/29,30 NHKホール
#1597
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

2007/06/29,30 NHKホール
#1597
C

アシュケナージ、ウラディー
ミル

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

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

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

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

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

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

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」

2007/09/29 NHKホール
#1601
A

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

コンスタンティノス・カリーディスに代わり
モーシェ・アツモンが指揮

2007/09/29 NHKホール
#1601
A

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

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

2007/09/29 NHKホール
#1601
A

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

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」

1992/02/07 NHKホール
#1163
C

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

1992/02/07 NHKホール
#1163
C

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調
K.488

パーカー、ジョン・キムラ(pf.)

1992/02/07 NHKホール
#1163
C

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1992/02/13 NHKホール
#1164
A

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1992/02/13 NHKホール
#1164
A

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

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

1992/02/13 NHKホール
#1164
A

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1992/02/19 NHKホール
#1165
B

アルブレヒト、ゲオルゲ･ア
レクサンダー

マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

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

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

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

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

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

シェンク、ゲオルク・フリードリヒ
(pf.)

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

1982/02/17 NHKホール #864 B アルブレヒト、ゲルト モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

パウク、ジェルジ(vln.)

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

2002/07/26 NHKホール アルブレヒト、マルク ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

N響「夏」2002～ロマンティシズムの光と影
～

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

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

2003/12/17 サントリーホール
#1504
B

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

2003/12/17 サントリーホール
#1504
B

アルブレヒト、マルク ヤナーチェク シンフォニエッタ

2003/12/17 サントリーホール
#1504
B

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

1964/05/22 東京文化会館 #447 アンセルメ、エルネスト ドビュッシー 交響詩「海」

1964/05/22 東京文化会館 #447 アンセルメ、エルネスト ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1964/05/22 東京文化会館 #447 アンセルメ、エルネスト モーツァルト、W.A.
交響曲 第38番 ニ長調 K.504
「プラハ」

1964/05/30 東京文化会館 アンセルメ、エルネスト ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 N響臨時演奏会

1964/05/30 東京文化会館 アンセルメ、エルネスト ファリャ
バレエ組曲「三角帽子」 第1部 / 第2部：序奏 /
セギディーリャ/ 粉ひき女の踊り/ お代官様 /
粉ひき女 / ぶどう / ファンダンゴ

N響臨時演奏会

1964/05/30 東京文化会館 アンセルメ、エルネスト ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版) N響臨時演奏会

1964/05/30 東京文化会館 アンセルメ、エルネスト 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

N響臨時演奏会

1964/06/08,09,10 東京文化会館 #448 アンセルメ、エルネスト ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92



1964/06/08,09,10 東京文化会館 #448 アンセルメ、エルネスト ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

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.)

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ～『魔
笛』の領域～

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

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

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

饗場知昭(ten.)/アントルモン、フィ
リップ(pf.)

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

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

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

1991/09/02 サントリーホール アントルモン、フィリップ モーツァルト、W.A. 歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」 K.621：序曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ～『魔
笛』の領域～

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

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

1991/09/06 NHKホール
#1148
C

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

1991/09/06 NHKホール
#1148
C

アントルモン、フィリップ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78

1993/10/21 NHKホール
#1212
A

アントルモン、フィリップ ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

1993/10/21 NHKホール
#1212
A

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

1993/10/21 NHKホール
#1212
A

アントルモン、フィリップ ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」

1993/10/27 NHKホール
#1213
B

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

1993/10/27 NHKホール
#1213
B

アントルモン、フィリップ ウォルトン ヴィオラ協奏曲 今井信子(vla.)

1993/10/27 NHKホール
#1213
B

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

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

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

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

組曲「展覧会の絵」 サントリーホール定期演奏会1993=IV

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

サントリーホール定期演奏会1993=IV

1974/09/06 NHKホール #637 A 飯守泰次郎 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ティモフェーエワ、リュボーフ
(pf.)

1974/09/06 NHKホール #637 A 飯守泰次郎 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

1974/09/13 NHKホール #638 C 飯守泰次郎 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 中村紘子(pf.)

1974/09/13 NHKホール #638 C 飯守泰次郎 ワーグナー、リヒャルト 歌劇「さまよえるオランダ人」：序曲

1974/09/13 NHKホール #638 C 飯守泰次郎 ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲

1974/09/18 NHKホール #639 B 飯守泰次郎 モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

1974/09/18 NHKホール #639 B 飯守泰次郎 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

1974/09/18 NHKホール #639 B 飯守泰次郎 カバレフスキー チェロ協奏曲 第2番 ハ短調 作品77 シャフラン、ダニール(vlc.)

1989/01/07 NHKホール 飯森範親 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
第15回若い芽のコンサート
公演中止・録画のみ(昭和天皇崩御のた
め)

2003/09/19 NHKホール
#1495
C

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

2003/09/19 NHKホール
#1495
C

飯森範親 マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

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

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

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

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

トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

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

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

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

トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

2005/07/22 NHKホール イシイ･エトウ、キンボー ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：おごそかなこの広間よ トモワ・シントウ、アンナ(sop.) N響「夏」2005

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

1978/05/25 NHKホール #752 B 井上道義 ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1978/05/25 NHKホール #752 B 井上道義 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 フレイレ、ネルソン(pf.)

1978/05/25 NHKホール #752 B 井上道義 プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 作品25

1978/05/25 NHKホール #752 B 井上道義 ドビュッシー 交響詩「海」

1979/07/28 NHKホール 井上道義 ワーグナー、リヒャルト 歌劇「タンホイザー」：序曲
第50回青少年のためのプロムナードコン
サート



1979/07/28 NHKホール 井上道義 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 安川加寿子(pf.)
第50回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/07/28 NHKホール 井上道義 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

第50回青少年のためのプロムナードコン
サート

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

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

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

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

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

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

1983/03/23 NHKホール 井上道義 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調
K.537 「戴冠式」

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

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

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」

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」

1958/03/30放送 不詳 岩城宏之 三善晃 交響的変容 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/04/06放送 スタジオ録音 岩城宏之 黛敏郎 涅槃交響曲 東京コラリアーズ(chor.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1958/10/19放送 不詳 岩城宏之 矢代秋雄 交響曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（５）」

1958/10/19放送 不詳 岩城宏之 別宮貞雄 管弦楽のための二つの祈り
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 現
代日本の音楽（５）」

1958/11/09放送 不詳 岩城宏之 別宮貞雄 万葉集による三つの歌
大橋国一(br.)/東京混声合唱団
(chor.)/二期会合唱団(chor.)

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1958/11/09放送 不詳 岩城宏之 武満徹 管弦楽のためのソリテュード・ソノール ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1958/11/16放送 不詳 岩城宏之 清水脩 インド旋律による四楽章：第1楽章 NHKラジオ「現代日本の音楽」

1958/12/01放送 不詳 岩城宏之 松下眞一 ピアノと管弦楽のための交響的作品
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

1958/12/01放送 不詳 岩城宏之 金光威和雄 交響曲 第２番
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

1958/12/01放送 不詳 岩城宏之 兼田敏 管弦楽のための交響曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

1958/12/01放送 不詳 岩城宏之 鈴木匡 交響曲 第2番
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール 第
２６回音楽コンクール作曲部門管弦楽曲
入選作品」

1959/08/27 不詳 岩城宏之 シベリウス 組曲「カレリア」 作品11 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1959/08/27 不詳 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/03/31 杉並公会堂 岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/14放送 不詳 岩城宏之 矢代秋雄 チェロ協奏曲 堤剛(vlc.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/14放送 不詳 岩城宏之 林光 チェロ協奏曲 堤剛(vlc.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/21放送 不詳 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/21放送 不詳 岩城宏之 外山雄三 小交響曲：第2楽章 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/28放送 不詳 岩城宏之 作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1960/08/28放送 不詳 岩城宏之 黛敏郎 越後獅子 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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

1960/09/01
ヴィギャン・ バーワ
ン

岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 堤剛(vlc.) ニューデリー

1960/09/01
ヴィギャン・ バーワ
ン

岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 ニューデリー

1960/09/04 モスクワ音楽院 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 モスクワ

1960/09/04 モスクワ音楽院 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101 Hob.VIIb-2 堤剛(vlc.) モスクワ

1960/09/09
Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 アスコナ

1960/09/09
Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー アスコナ



1960/09/09
Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

アスコナ

1960/09/09
Sala del Palazzo
Scolastico

岩城宏之 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 松浦豊明(pf.) アスコナ

1960/09/13 ウィーン楽友協会 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1960/09/13 ウィーン楽友協会 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1960/09/13 ウィーン楽友協会 岩城宏之 黛敏郎 越後獅子

1960/09/14 ウィーン楽友協会 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1960/09/14 ウィーン楽友協会 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1960/09/14 ウィーン楽友協会 岩城宏之 シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

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

1960/09/15
ブラチスラヴァ・フィ
ルハーモニア

岩城宏之 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 堤剛(vlc.)

1960/09/15
ブラチスラヴァ・フィ
ルハーモニア

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

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

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 矢代秋雄 チェロ協奏曲 堤剛(vlc.) ワルシャワ

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 シャベルスキ 管弦楽のための3つのソネット ワルシャワ

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

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 外山雄三 小交響曲：第2楽章 ワルシャワ

1960/09/19 フィルハーモニア 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー 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

1960/09/22 ムジークハレ 岩城宏之 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 チェルカスキー、シューラ(pf.) ハンブルク

1960/09/22 ムジークハレ 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 ハンブルク

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

1960/09/26
Kongress- Saal
Deutsches
Museum

岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 園田高弘(pf.) ミュンヘン

1960/09/26
Kongress- Saal
Deutsches
Museum

岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 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

1960/10/07
Auditorium Foro
Italiano

岩城宏之 矢代秋雄 チェロ協奏曲 堤剛(vlc.) ローマ

1960/10/07
Auditorium Foro
Italiano

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 ローマ

1960/10/25 Salle Pleyel 岩城宏之 ブラームス 悲劇的序曲 作品81 パリ

1960/10/25 Salle Pleyel 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

パリ

1960/10/25 Salle Pleyel 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 中村紘子(pf.) パリ

1960/10/25 Salle Pleyel 岩城宏之 黛敏郎 曼荼羅交響曲 パリ

1960/10/25 Salle Pleyel 岩城宏之 ラヴェル スペイン狂詩曲 パリ

1960/11/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1961/01/01 文京公会堂 岩城宏之 小山清茂 管弦楽のための木挽歌

1961/01/01 文京公会堂 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1961/01/01 文京公会堂 岩城宏之 外山雄三 小交響曲：第2楽章

1961/02/01 文京公会堂 岩城宏之 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1961/02/01 文京公会堂 岩城宏之 渡辺浦人 交響組曲「野人」

1961/02/24 不詳 岩城宏之 清水脩 交響曲 第3番
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール Ｎ
響現代音楽の夕べ（４）」

1963/02/05 東京厚生年金会館 岩城宏之 ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/02/05 東京厚生年金会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/02/05 東京厚生年金会館 岩城宏之 スメタナ 交響詩「モルダウ」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)



1963/02/05 東京厚生年金会館 岩城宏之 コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」：間奏曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1963/02/15 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2番 作品72

1963/02/15 東京文化会館 #436 岩城宏之 コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

1963/02/15 東京文化会館 #436 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

1963/02/26 日比谷公会堂 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「劇場支配人」 K.486：序曲

1963/02/26 日比谷公会堂 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのディヴェルティメント

1963/02/26 日比谷公会堂 岩城宏之 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 中村紘子(pf.)

1963/02/26 日比谷公会堂 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1963/06/24 東京文化会館 #440 岩城宏之 バルトーク
27の2声および3声の合唱曲： 女声合唱と管弦
楽のための6つのハンガリア民謡

東京混声合唱団(chor.)

1963/06/24 東京文化会館 #440 岩城宏之 ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 リヒター・ハーザー・ハンス(pf.)

1964/02/03 東京文化会館 #444 岩城宏之 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

1964/02/03 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」

1964/02/03? 東京文化会館 #444 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40
録音日は1964年2月3日となっているが、
同年10月の第450回定期公演の可能性あ
り

1964/02/03? 東京文化会館 #444 岩城宏之 ワーグナー、リヒャルト 歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏
録音日は1964年2月3日となっているが、
同年3月13日の可能性あり

1964/02/08 NHKホール(旧) 岩城宏之 バルトーク 2台のピアノと打楽器のための協奏曲
小林仁(pf.)/本荘玲子(pf.)/小林美隆
(perc.)/岡田知之(perc.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/02/08 NHKホール(旧) 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/02/08 NHKホール(旧) 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 タイ国王(石丸寛) どこかにきっと バンコク

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 タイ国王(石丸寛) 子もり歌 バンコク

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 タイ国王(石丸寛) 夜明け近く バンコク

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

バンコク

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのディヴェルティメント バンコク

1964/02/21
Thamasat
University

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 バンコク

1964/02/27 Town Hall 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

シドニー

1964/02/27 Town Hall 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのディヴェルティメント シドニー

1964/02/27 Town Hall 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 シドニー

1964/05/09 日比谷公会堂 岩城宏之 カバレフスキー 「コラ・ブルニョン」組曲 作品24：序曲 N響臨時演奏会

1964/05/09 日比谷公会堂 岩城宏之 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 シフラ、ジョルジュ(pf.) N響臨時演奏会

1964/05/09 日比谷公会堂 岩城宏之 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 シフラ、ジョルジュ(pf.) N響臨時演奏会

1964/07/04 NHKホール(旧) 岩城宏之 カバレフスキー 組曲「道化師」 作品26 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/07/04 NHKホール(旧) 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. アリア「娘よ、お前と離れている間に」 K.513 ロンドン、ジョージ(br.)

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
歌劇「フィガロの結婚」 K.492：もう飛ぶまいぞ、
このちょうちょう

ロンドン、ジョージ(br.)

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ヴェルディ 歌劇「運命の力」：序曲

1964/09/28 東京文化会館 岩城宏之 ヴェルディ 歌劇「ドン・カルロ」：ひとり寂しく眠ろう ロンドン、ジョージ(br.)

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

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.)

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

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.)

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2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

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

1964/10/10 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1964/10/19 東京文化会館 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」
オリンピック東京大会記念・NHK交響楽団
特別演奏会

1964/10/19? スタジオ録音 岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ 芸術祭参加作品

1964/10/19? スタジオ録音 岩城宏之 黛敏郎 音楽の誕生 芸術祭参加作品

1964/12/20放送 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1964/12/20放送 東京文化会館 岩城宏之 外山雄三 ヴァイオリン協奏曲 第1番 海野義雄(vln.)

1964/12/20放送 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス 大学祝典序曲 作品80

1965/03/28放送 東京文化会館 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
録音日不明
第454回定期公演の可能性あり

1965/03/28放送 東京文化会館 岩城宏之 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 千葉馨(hrn.)
録音日不明
第454回定期公演の可能性あり

1965/03/28放送 東京文化会館 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」 録音日不明

1965/04/08放送 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス 大学祝典序曲 作品80
録音日不明
第454回定期公演の可能性あり

1965/04/08放送 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 録音日不明

1965/06/08 不詳 岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ
録音日は1965年6月8日となっているが、
別日の可能性あり

1965/07/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)



1965/07/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 ヴォルフ･フェラーリ
歌劇「聖母の宝石」：間奏曲 第
1番 / 第2番

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/07/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 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 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/07/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの松」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1965/11/03 神奈川県立音楽堂 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1965/11/06 東京厚生年金会館 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第94番 ト長調 Hob.I-94
「驚愕」

1965/11/06 東京厚生年金会館 岩城宏之 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 宮沢明子(pf.)

1965/11/06 東京厚生年金会館 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919年版)

1965/11/13 東京文化会館 #458 A 岩城宏之 バルトーク ヴィオラ協奏曲 コッホ、ウルリヒ(vla.)

1965/11/13 東京文化会館 #458 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1965/11/20 東京文化会館 #459 B 岩城宏之 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

海野義雄(vln.)/ヒューブナー、ニコラ
ウス(vlc.)

1965/11/20 東京文化会館 #459 B 岩城宏之 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1966/03/19 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲

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.)

1966/03/19 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第15番 変ロ長調
K.450

ヘブラー、イングリート(pf.)

1966/03/28 東京文化会館 #468 A 岩城宏之 カゼッラ スカルラッティアーナ 作品44 本荘玲子(pf.)

1966/03/28 東京文化会館 #468 A 岩城宏之 スクリャービン 法悦の詩 作品54 本荘玲子(pf.)

1966/03/30,31 世田谷区民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1966/03/30,31 世田谷区民会館 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1966/04/04 東京文化会館 #469 B 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

1966/04/04,05 東京文化会館 #469 B 岩城宏之 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1966/04/05 東京文化会館 #469 B 岩城宏之 ダンディ フランスの山人の歌による交響曲 作品25 安川加寿子(pf.)

1966/04/12
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1966/04/13
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 田中希代子(pf.)

1966/04/16放送 東京文化会館 岩城宏之 ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」 作品81：序曲 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/04/16放送 東京文化会館 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35 ヒューブナー、ニコラウス(vlc.) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/07/02放送
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 ムソルグスキー(ラヴェル) 組曲「展覧会の絵」 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/07/02放送
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/07/23 NHKホール(旧) 岩城宏之 メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/07/23 NHKホール(旧) 岩城宏之 ブラームス アルト･ラプソディー 作品53
荒道子(alt.)/東京混声合唱団
(malechor.)/日本合唱協会
(malechor.)

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/07/23 NHKホール(旧) 岩城宏之 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ラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/07/23 NHKホール(旧) 岩城宏之 ワーグナー、リヒャルト 歌劇「ローエングリン」：第3幕への序奏 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1966/09/01 東京文化会館 #472 A 岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1966/09/01? 東京文化会館 #472 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492： 序曲

1966/09/12,13 東京文化会館 #473 B 岩城宏之 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」

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

1966/09/13 東京文化会館 岩城宏之 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」

1966/09/17放送 不詳 岩城宏之 外山雄三 舞踊組曲「幽玄」 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/09/17放送 不詳 岩城宏之 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」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/09/18 福島市公会堂 岩城宏之 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 小林仁(pf.)

1966/09/18 福島市公会堂 岩城宏之 スメタナ 交響詩「モルダウ」

1966/09/18 福島市公会堂 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1966/09/18 福島市公会堂 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番

1966/09/10放送 不詳 岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽) ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1966/09/10放送 不詳 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

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

1966/10/09 福山市民会館 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1966/10/09 福山市民会館 岩城宏之 スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲

1966/10/22放送 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1967/01/07放送 東京文化会館 岩城宏之 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100 ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1967/01/07放送 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー
バレエ組曲「白鳥の湖」 作品20：情景 (第1曲) /
白鳥の踊り / ハンガリーの踊り

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1967/01/14放送 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲 第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 海野義雄(vln.) 第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」



1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1967/03/18 東京文化会館 岩城宏之 ベルリオーズ
劇的物語「ファウストのごう罰」 作品24：ハンガ
リー行進曲

第7回NHK音楽祭「N響の夕べ」

1967/06/03 東京文化会館 #488 A 岩城宏之 ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から 海の間奏曲 作
品33a

1967/06/03 東京文化会館 #488 A 岩城宏之 オネゲル 交響曲 第3番 「礼拝」

1967/06/09 東京文化会館 #489 B 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1967/06/10 東京文化会館 #489 B 岩城宏之 コダーイ ガランタ舞曲

1967/06/10 東京文化会館 #489 B 岩城宏之 ブロムダール バレエ組曲「シジフォス」

1967/06/10? 東京文化会館 #489 B 岩城宏之 エネスコ ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

1967/06/15,16 厚生年金会館 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

レコーディング？

1967/06/18 小倉市民会館 岩城宏之 カバレフスキー 「コラ・ブルニョン」組曲 作品24：序曲

1967/06/18 小倉市民会館 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1967/06/18 小倉市民会館 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番

1967/06/18 小倉市民会館 岩城宏之 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

1967/07/02 岐阜市民会館 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲

1967/07/02 岐阜市民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

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 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/07/08 不詳 岩城宏之 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 中村紘子(pf.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/07/08 不詳 岩城宏之 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 海野義雄(vln.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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)

1967/07/08 不詳 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1967/07/08 不詳 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/02/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/02/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 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
コンタルスキー、アルフォンス(pf.)/コ
ンタルスキー、アロイス(pf.)/

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/02/10 NHKホール(旧) 岩城宏之 ラヴェル ボレロ NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/02/20 東京文化会館 岩城宏之 バッハ、J.S.
ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調
BWV1048

1968/02/20 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1968/02/24 NHKホール(旧) 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)

1968/02/24 NHKホール(旧) 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/02/24 NHKホール(旧) 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第6番 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1968/03/06 東京文化会館 #500 A 岩城宏之 バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1968/03/06 東京文化会館 #500 A 岩城宏之 矢代秋雄 ピアノ協奏曲 中村紘子(pf.)

1968/03/06 東京文化会館 #500 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」

1968/03/07 東京厚生年金会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21 レコーディング？

1968/03/17 東京文化会館 岩城宏之 カバレフスキー 組曲「道化師」 作品26

1968/03/17 東京文化会館 岩城宏之 サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」 神西敦子(pf.)/本荘玲子(pf.)

1968/03/17 東京文化会館 岩城宏之 グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」：序曲

1968/03/19,21 東京厚生年金会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」 レコーディング？

1968/03/23放送 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 NHKラジオ「ＮＨＫ音楽祭 N響の夕べから」

1968/03/23放送 東京文化会館 岩城宏之 カバレフスキー
組曲「道化師」 作品26：プロローグ / ギャロップ
/ ガヴォット / スケルツォ / エピローグ

NHKラジオ「ＮＨＫ音楽祭 N響の夕べから」

1968/03/29 東京文化会館 #501 B 岩城宏之 シェーンベルク 清められた夜 作品4

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

1968/03/29 東京文化会館 #501 B 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1968/04/09 東京厚生年金会館 岩城宏之 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部 民音4月公演

1968/04/09 東京厚生年金会館 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43 民音4月公演

1968/04/09 東京厚生年金会館 岩城宏之 グリーグ ノルウェー舞曲 作品35：第2番 民音4月公演

1968/07/01 小樽市民会館 岩城宏之 メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1968/07/01 小樽市民会館 岩城宏之 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1968/07/01 小樽市民会館 岩城宏之 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

1968/07/20 不詳 岩城宏之 チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20 (抜粋) 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 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37 小林仁(pf.) 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)

1968/12/07 東京文化会館 #514 A 岩城宏之 バッハ、J.C. 大序曲 第2番 変ロ長調 作品18
『フィルハーモニー』には大序曲ではなく交
響曲と記載されている

1968/12/07 東京文化会館 #514 A 岩城宏之
ハイドン、フランツ・ ヨーゼ
フ

チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作 品101 Hob.VIIb-
2

フルニエ、ピエール(vlc.)

1968/12/07 東京文化会館 #514 A 岩城宏之 バルトーク オーケストラのための協奏曲

1968/12/12 東京文化会館 #515 B 岩城宏之 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 海野義雄(vln.)

1968/12/12,14,15,2
1,22

東京厚生年金会館 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.)

レコーディング？

1968/12/12? 東京文化会館 #515 B 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲
1968年12月12日録音となっているが、同
年12月28日の録音の可能性あり

1968/12/13 東京文化会館 #515 B 岩城宏之 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

1968/12/19 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.)

1968/12/20 東京厚生年金会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 レコーディング？

1969/01/13,14 東京文化会館 #516 A 岩城宏之 ラヴェル スペイン狂詩曲

1969/01/14 東京文化会館 #516 A 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1969/01/14? 東京文化会館 #516 A 岩城宏之 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」：第2部
1969年1月14日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/01/21 東京文化会館 #517 B 岩城宏之 ウェーバー クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74 フックス、フリードリヒ(cl.)

1969/01/21 東京文化会館 #517 B 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」

1969/01/21? 東京文化会館 #517 B 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲
1969年1月21日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/01/25 不詳 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「魔笛」 K.620：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/01/25 不詳 岩城宏之 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 宮本明恭(fl.)/永廻万里(hrp.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/01/25 不詳 岩城宏之 ワーグナー、リヒャルト
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」：前
奏曲

NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/01/31 東京文化会館 岩城宏之 バッハ、J.S.
オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV1060a

江藤俊哉(vln.)/丸山盛三(ob.)
江藤俊哉バイオリン演奏会

1969/01/31 東京文化会館 岩城宏之 シェーンベルク ヴァイオリン協奏曲 作品36 江藤俊哉(vln.) 江藤俊哉バイオリン演奏会

1969/01/31 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 江藤俊哉(vln.) 江藤俊哉バイオリン演奏会

1969/01/31 東京文化会館 岩城宏之 サラサーテ チゴイナーワイゼン 作品20-1 江藤俊哉(vln.) 江藤俊哉バイオリン演奏会

1969/01/31? 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス
ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番 / 第5番 / 第6
番

1969年1月31日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/02/05 東京文化会館 岩城宏之 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」 リヒター・ハーザー・ハンス(pf.) ハンス・リヒター=ハーザーピアノ演奏会

1969/02/05 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 リヒター・ハーザー・ハンス(pf.) ハンス・リヒター=ハーザーピアノ演奏会

1969/02/05? 東京文化会館 岩城宏之 ラヴェル スペイン狂詩曲
1969年2月5日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/02/06,12 杉並公会堂 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 レコーディング？

1969/02/11 東京文化会館 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 都民劇場「音楽サークル第166回公演」

1969/02/11 東京文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53 塩川悠子(vln.) 都民劇場「音楽サークル第166回公演」

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

1969/02/15 埼玉会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 第7回県民コンサート

1969/02/15 埼玉会館 岩城宏之 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番 第7回県民コンサート

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

1969/03/01? 東京文化会館 #518 A 岩城宏之 エルガー 変奏曲「謎」 作品36
1969年3月1日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/03/19 東京文化会館 岩城宏之 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 ムスリン、ブランカ(pf.)

1969/03/19 東京文化会館 岩城宏之 リスト ハンガリー狂詩曲 第3番 / 第4番 / 第2番

1969/03/19 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 / 第6番

1969/06/14 不詳 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/06/14 不詳 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/06/14 不詳 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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

1969/06/17 東京文化会館 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 ヴァン・クライバーン(pf.)

1969/06/17 東京文化会館 岩城宏之 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 ヴァン・クライバーン(pf.)

1969/06/17? 東京文化会館 岩城宏之 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
1969年6月17日録音となっているが、別日
の録音の可能性あり

1969/06/18 世田谷区民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 レコーディング？

1969/06/22,23 杉並公会堂 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 レコーディング？

1969/06/27 島根県民会館 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1969/06/27 島根県民会館 岩城宏之 チャイコフスキー スラヴ舞曲 第1集 作品46：第1番



1969/07/13? 奈良県文化会館 岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
1969年6月14日録音となっているが、間違
い？

1969/07/13? 奈良県文化会館 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲
1969年6月14日録音となっているが、間違
い？

1969/07/19 不詳 岩城宏之 グルック（モットル） バレエ組曲 第1番 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/07/19 不詳 岩城宏之 ラロ チェロ協奏曲 ニ短調 徳永健一郎(vlc.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/07/19 不詳 岩城宏之 オネゲル 交響的楽章「機関車パシフィック 231」 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/07/22 東京厚生年金会館 岩城宏之 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 遠藤郁子(pf.)

1969/07/22? 東京文化会館 岩城宏之 バイルド シンフォニア・ブレヴィス 別日の録音？

1969/07/23,28 世田谷区民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36 レコーディング？

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.)

1969/07/27 東京文化会館 岩城宏之 ガーシュウィン ガーシュイン・オン・ブロードウェイ
小原重徳 & ブルーコーツオー ケス
トラ(Jazz  Band)

南安雄 編曲

1969/07/30,31 世田谷区民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60 レコーディング？

1969/09/27放送 埼玉会館 岩城宏之 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47 田中千香士(vln.)
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年2月15日の録音？

1969/09/27放送 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
1969年3月18日の録音？

1969/10/23,24 東京文化会館 #530 A 岩城宏之 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 横山勝也(尺八)/鶴田錦史(琵琶)

1969/10/24 東京文化会館 #530 A 岩城宏之 入野義朗 小管弦楽のための「シンフォニエッタ」 昭和29年度第6回「毎日音楽賞」受賞

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

1969/10/24 東京文化会館 #530 A 岩城宏之 平吉毅州 交響的変奏曲 N響委嘱世界初演

1969/10/29,30 東京文化会館 #531 B 岩城宏之 柴田南雄 シンフォニア

1969/10/29,30 東京文化会館 #531 B 岩城宏之 間宮芳生 オーケストラのための二つのタ ブロー '65

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

1969/10/30 東京文化会館 #531 B 岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ
1964年度国際現代作曲家会議最優秀作
品賞受賞

1969/10/30 東京文化会館 #531 B 岩城宏之 諸井誠 ピアノ協奏曲 木村かをり(pf.) 昭和41年度文部省「芸術祭奨励賞」受賞

1969/11/01 東京文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1969/11/01? 東京文化会館 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」 ：序曲

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)

1969/12/13 不詳 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1969/12/25 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.)

1970/02/05 東京文化会館 岩城宏之 バーンスタイン 交響曲 第2番 「不安の時代」 橋本正暢(pf.)

1970/02/10? 東京文化会館 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲 録音日が違う可能性あり

1970/02/10? 東京文化会館 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト オーボエ協奏曲 ニ長調 ホリガー、ハインツ(ob.)
録音日が違う可能性あり
1970年1月28,29日の録音？

1970/02/10? 東京文化会館 岩城宏之 ウェーバー クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 作品73 ランスロ、ジャック(cl.)
録音日が違う可能性あり
1970年2月4,5日の録音？

1970/02/12
フェスティバ ル
ホール

岩城宏之 エネスコ ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

1970/02/23 東京文化会館 #536 A 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第3番 ニ長調 作品29
「ポーランド」

1970/03/10? 東京文化会館 岩城宏之 ペンデレツキ 広島の犠牲者に捧げる哀歌
録音日が違う可能性あり
1970年1月28,29日の録音？

1970/03/10? 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第1番 ト短調 作品13
「冬の日の幻想」

録音日が違う可能性あり
1970年1月28,29日の録音？

1970/03/15
フェスティバルホー
ル

岩城宏之 三善晃 祝典序曲

1970/03/15
フェスティバルホー
ル

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 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1970/06/29
石橋文化ホール
（久留米市）

岩城宏之 スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲

1970/06/29
石橋文化ホール
（久留米市）

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1970/07/18 不詳 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第1番 ト長調
K.313

小出信也(fl.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

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)

1970/07/18 不詳 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 歌劇「にせの花作り女」 K.196：序曲 NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1970/10/03放送 東京文化会館 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9
マイアーホーファー、カール
(ob.)/内山洋(cl.)/霧生吉秀
(fg.)/宮田四郎(hrn.)

NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
同年3月10日の録音の可能性あり

1970/10/03放送 東京文化会館 岩城宏之 ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」
NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」
同年3月10日の録音の可能性あり

1970/10/03放送 東京文化会館 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番 NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1970/12/26 NHKホール(旧) 岩城宏之 バッハ、J.S.
2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調
BWV1043

堀伝(vln.)/川上久雄(vln.)

1970/12/26 NHKホール(旧) 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」



1970/12/26 NHKホール(旧) 岩城宏之 石原忠興 管弦楽のための序破急

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

1971/03/02 東京厚生年金会館 岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
第2回心身障害児のための〈N響〉慈善演
奏会

1971/04/17放送 埼玉会館？ 岩城宏之 ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
同年2月13日録音の可能性あり

1971/04/17放送
東京厚生年金会
館？

岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
交響曲 第103番 変ホ長調
Hob.I-103 「太鼓連打」

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
同年2月8、9日録音の可能性あり

1971/04/17放送 埼玉会館？ 岩城宏之 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

ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
同年2月13日録音の可能性あり

1971/05/01放送 不詳 岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/05/01放送 不詳 岩城宏之 三善晃 管弦楽のための協奏曲 NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/05/01放送 不詳 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/06/19 NHKホール(旧) 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314

小出信也(fl.) N響臨時演奏会

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

1971/07/10 宮城県民会館 岩城宏之 メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

1971/07/10 宮城県民会館 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1971/07/10 宮城県民会館 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第1番 / 第3番

1972/01/29
北海道厚生年金会
館

岩城宏之 ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲 札幌オリンピック冬季大会芸術行事

1972/01/29
北海道厚生年金会
館

岩城宏之 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 江藤俊哉(vln.) 札幌オリンピック冬季大会芸術行事

1972/01/30
北海道厚生年金会
館

岩城宏之 武満徹 ウィンター 札幌オリンピック開会式典(関係者のみ)

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

1972/03/19 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 小栗まち絵(vln.) 第11回NHK音楽祭―第3夜N響の夕べ

1972/03/19 東京文化会館 岩城宏之 チャイコフスキー 序曲「1812年」 作品49 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

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

1972/06/14 東京文化会館 #582 A 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

1972/06/23 東京文化会館 #583 B 岩城宏之 石井眞木 響層 作品14

1972/06/23 東京文化会館 #583 B 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

1972/06/30 倉敷市民会館 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 NHKテレビ・ラジオ中継

1972/07/22放送 松山市民会館 岩城宏之 シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

1972/07/22放送 松山市民会館 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

1972/07/22放送 松山市民会館 岩城宏之 シベリウス 組曲「カレリア」 作品11：行進曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

1972/07/22放送 松山市民会館 岩城宏之 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年7月5日録音の可能性あり

1972/09/30放送 東京文化会館 #582 A 岩城宏之 三善晃 管弦楽のための協奏曲
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年6月14日録音の可能性あり

1972/09/30放送 東京文化会館 #582 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
フルート協奏曲 第2番 ニ長調
K.314

小出信也(fl.)
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年6月14日録音の可能性あり

1972/09/30放送 東京文化会館 #583 B 岩城宏之
バッハ、
J.C.(TANAKA,Ryohei)

ファゴット協奏曲 変ホ長調 中川良平(fg.)
ＮＨＫラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」
1972年6月23,24日録音の可能性あり

1972/11/15放送 不詳 岩城宏之 湯浅譲二 クロノプラスティック (1972) ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの」

1973/03/08 東京文化会館 #598 A 岩城宏之 バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19

1973/03/08 東京文化会館 #598 A 岩城宏之 湯浅譲二 クロノプラスティック (1972) 1972年度第21回尾高賞受賞

1973/03/08? 東京文化会館 #598 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 交響曲 第34番 ハ長調 K.338
録音日の記録はないが､会場や曲目から
この日の録音である可能性が高い

1973/03/14 東京文化会館 #599 B 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 交響曲 第30番 ニ長調 K.202

1973/03/14 東京文化会館 #599 B 岩城宏之 リゲティ ロンターノ

1973/03/14 東京文化会館 #598 A 岩城宏之 湯浅譲二 クロノプラスティック (1972) 1972年度第21回尾高賞受賞

1973/03/18 東京厚生年金会館 岩城宏之 スメタナ 歌劇「売られた花嫁」：序曲
第5回心身障害児のためのN響慈善演奏
会

1973/03/18 東京厚生年金会館 岩城宏之 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 中村紘子(pf.)
第5回心身障害児のためのN響慈善演奏
会

1973/03/18 東京厚生年金会館 岩城宏之 チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31 中村紘子(pf.)
第5回心身障害児のためのN響慈善演奏
会

1973/03/20 渋谷公会堂 #600 C 岩城宏之 クセナキス ピアノ協奏曲 「シナッフェ」 高橋悠治(pf.)



1973/03/20 渋谷公会堂 #600 C 岩城宏之 バッハ、J.S. チェンバロ協奏曲 第5番 ヘ短調 BWV1056 高橋悠治(pf.)

1973/03/20 渋谷公会堂 #600 C 岩城宏之 バルトーク オーケストラのための協奏曲

1973/07/11
フェスティバ ル
ホール

岩城宏之 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」 作品61：夜想曲 / 結婚行進曲

1973/07/11
フェスティバ ル
ホール

岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1973/07/15 奈良県文化会館 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲

1973/07/15 奈良県文化会館 岩城宏之 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

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

1973/07/25 NHKホール(旧) 岩城宏之 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 小林仁(pf.) 旧NHKさよならコンサート

1973/07/25 NHKホール(旧) 岩城宏之 スメタナ 交響詩「モルダウ」 旧NHKさよならコンサート

1973/07/25 NHKホール(旧) 岩城宏之 パガニーニ（岩城宏之） 常動曲 作品11 旧NHKさよならコンサート

1973/08/01 NHKホール 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲
第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/08/01 NHKホール 岩城宏之 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78
第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/08/01 NHKホール 岩城宏之 ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/08/01 NHKホール 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの松」
第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/08/01 NHKホール 岩城宏之 エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1
第1回青少年のためのプロムナードコン
サート

1973/11/04放送 不詳 岩城宏之 松村禎三 ピアノ協奏曲 第1番 野島稔(pf.) NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1973/11/11放送 不詳 岩城宏之 柴田南雄 コンソート・オブ・オーケストラ NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1973/11/11放送 不詳 岩城宏之 佐藤真
ソプラノとオーケストラのための交響的瞑想「死
の淵より」

NHKラジオ「音楽のおくりもの」

1973/11/28
Sydney Opera
Haus Concert Hall

岩城宏之 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 鶴田錦史(琵琶)/横山勝也(尺八) シドニー

1973/11/28
Sydney Opera
Haus Concert Hall

岩城宏之 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 田中千香士(vln.) シドニー

1973/11/28
Sydney Opera
Haus Concert Hall

岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 シドニー

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

1974/02/08 NHKホール #622 A 岩城宏之 柴田南雄 コンソート・オブ・オーケストラ 1973年度第22回尾高賞受賞

1974/02/08 NHKホール #622 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ペトルーシカ」
(1947年版)

1974/02/13 NHKホール #623 B 岩城宏之 武満徹 ウィンター

1974/02/13 NHKホール #623 B 岩城宏之 バルトーク 弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽

1974/02/13 NHKホール #623 B 岩城宏之 柴田南雄 コンソート・オブ・オーケストラ

1974/06/13 NHKホール #634 A 岩城宏之 平義久 オーケストラのためのクロモフォニー

1974/06/13 NHKホール #634 A 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調
K.447

バウマン、ヘルマン(hrn.)

1974/06/13 NHKホール #634 A 岩城宏之 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 バウマン、ヘルマン(hrn.)

1974/06/19 NHKホール #635 B 岩城宏之 深井史郎 パロディー的な4楽章

1974/06/19 NHKホール #635 B 岩城宏之 廣瀬量平 チェロ協奏曲「悲 (トリステ)」 堀了介(vlc.)

1974/06/19 NHKホール #635 B 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1974/06/22 NHKホール #636 C 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15 ブレンデル、アルフレート(pf.)

1974/06/22 NHKホール #636 C 岩城宏之 石井眞木 ディポール作品196

1974/06/22 NHKホール #636 C 岩城宏之 ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95
「新世界から」

1974/06/22 NHKホール #636 C 岩城宏之 外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

1974/11/03放送 不詳 岩城宏之 野田暉行 音楽物語「海に落ちたピアノ」 藤舎呂悦(鼓)/園田高弘(pf.) 第26回イタリア賞受賞作品

1975/09/05 NHKホール #667 C 岩城宏之 石井眞木 オーケストラのための「序」 世界初演

1975/09/05 NHKホール #667 C 岩城宏之 シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759　「未完成」

1975/09/05 NHKホール #667 C 岩城宏之 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21 藤川真弓(vln.)

1975/09/05 NHKホール #667 C 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67

1975/09/10 NHKホール #668 A 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲

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

1975/09/10 NHKホール #668 A 岩城宏之 ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調

1975/09/17 NHKホール #669 B 岩城宏之 メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

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.)

1975/09/17 NHKホール #669 B 岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70



1976/03/10 NHKホール #685 A 岩城宏之 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」

1976/03/10 NHKホール #685 A 岩城宏之 武満徹 カトレーン I
浜中浩一(cl.)/田中千香士(vln.)/徳
永健一郎(vlc.)/本荘玲子(pf.)

1975年度第24回尾高賞受賞

1976/03/10 NHKホール #685 A 岩城宏之 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 東京混声合唱団(chor.)

1976/03/12 NHKホール #686 C 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第82番 ハ長調 Hob.I-82 「くま」

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.)

1976/03/12 NHKホール #686 C 岩城宏之 リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

1976/03/18 NHKホール #687 B 岩城宏之 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24

1976/03/25 NHKホール 岩城宏之 イェルネフェルト 前奏曲
第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/03/25 NHKホール 岩城宏之 イェルネフェルト こもり歌
第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/03/25 NHKホール 岩城宏之 シベリウス 交響詩「4つの伝説」 作品22：トゥオネラの白鳥
第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/03/25 NHKホール 岩城宏之 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 弘中孝(pf.)
第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/03/25 NHKホール 岩城宏之 シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43
第20回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/10/20 NHKホール #702 A 岩城宏之 ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

1976/10/20 NHKホール #702 A 岩城宏之 武満徹 マージナリア

1976/10/23 NHKホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

第25回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/10/23 NHKホール 岩城宏之 サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 木村かをり(pf.)
第25回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/03/05 埼玉会館（浦和市） 岩城宏之 チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45 第12回心身障害児のためのN響演奏会

1977/03/05 埼玉会館（浦和市） 岩城宏之 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 前橋汀子(vln.) 第12回心身障害児のためのN響演奏会

1977/03/05 埼玉会館（浦和市） 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 第12回心身障害児のためのN響演奏会

1977/03/09 NHKホール #715 A 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

1977/03/09 NHKホール #715 A 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

1977/03/09 NHKホール #715 A 岩城宏之 石井眞木
日本太鼓とオーケストラのための「モノ・プリズ
ム」 作品29

鬼太鼓座(Japanesedrummersgroup) 1976年度第25回尾高賞受賞

1977/03/11 NHKホール #716 C 岩城宏之 武満徹 カトレーン I
内山洋(cl.)/田中千香士(vln.)/徳永
健一郎(vlc.)/木村かをり(pf.)

1977/03/11 NHKホール #716 C 岩城宏之 シューマン、ローベルト ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 シフ、アンドラーシュ(pf.)

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

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 パッヘルベル カノン ニ長調
第8回N響ゴールデンポップス映画「夫婦」
使用曲

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 ヴィヴァルディ ピッコロ協奏曲 ハ長調：第2楽章
第8回N響ゴールデンポップス映画「野生
の少年」使用曲

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 ロジャーズ(ベネット) シンフォニック・シナリオ「南太平洋」

第8回N響ゴールデンポップスミュージカル
「南太平洋」解説によると、ミュージカルの
上演の際ベネットがミュージカルの中の
ヒットナンバーを演奏会用作品にし、シン
フォニック・シナリオ「南太平洋」と名づけた

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之
アダムス、A.エメット(バー
ドゥン)

セント・メリーの鐘
第8回N響ゴールデンポップス映画「セント・
メリーの鐘」使用曲

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 リスト ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
第8回N響ゴールデンポップス映画「オーケ
ストラの少女」使用曲

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 リスト 交響詩「レ・プレリュード」
第8回N響ゴールデンポップス映画「栄光
への序曲」

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 シュタイナー(服部克久) 映画「風とともに去りぬ」：タラのテーマ 第8回N響ゴールデンポップス

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 レイ(若松正司) 映画「白い恋人たち」から 第8回N響ゴールデンポップス

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 ロビンソン(宮川泰) 映画「駅馬車」から 第8回N響ゴールデンポップス

1977/03/16 世田谷区民会館 岩城宏之 ロージャ(小野崎孝輔) 映画「ベン・ハー」組曲

第8回N響ゴールデンポップスプログラム
解説には「今夜の組曲は、ベン・ハーの愛
のテーマ、ローマ行進曲、海戦、奇跡とフィ
ナーレなどからなっています」と記載されて
いる

1977/03/24 NHKホール #717 B 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1977/03/24 NHKホール #717 B 岩城宏之 廣瀬量平 尺八とオーケストラのための協奏曲 山本邦山(尺八)

1977/03/24 NHKホール #717 B 岩城宏之 ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」：序曲 第13回心身障害児のためのN響演奏会

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

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

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

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a：花のワ
ルツ

第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 トマ 歌劇「ミニョン」：序曲 第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 ワルトトイフェル ワルツ「スケートをする人々」 作品183 第13回心身障害児のためのN響演奏会



1977/07/09 NHKホール 岩城宏之 ヴォルフ･フェラーリ 歌劇「聖母の宝石」：間奏曲 第13回心身障害児のためのN響演奏会

1977/08/13 NHKホール 岩城宏之 ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲
第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/08/13 NHKホール 岩城宏之 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 田中千香士(vln.)
第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/08/13 NHKホール 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/08/13 NHKホール 岩城宏之 シューベルト ロザムンデ D.797：間奏曲
第34回青少年のためのプロムナードコン
サート

1977/10/06 NHKホール #730 A 岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1977/10/06 NHKホール #730 A 岩城宏之 廣瀬量平 尺八とオーケストラのための協奏曲 山本邦山(尺八)

1977/10/06 NHKホール #730 A 岩城宏之 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 ベルマン、ラーサリ(pf.)

1977/10/12 NHKホール #731 B 岩城宏之 石井眞木
日本太鼓とオーケストラのための「モノ・プリズ
ム」 作品29

小口大八と御諏訪太鼓
(Japanesedrummersgroup)

1977/10/12 NHKホール #731 B 岩城宏之 バルトーク オーケストラのための協奏曲

1977/10/21 NHKホール #732 C 岩城宏之 モーツァルト、W.A. 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

1977/10/21 NHKホール #732 C 岩城宏之 モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調
K.453

ヘブラー、イングリート(pf.)

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

1978/07/12 不詳 岩城宏之 石井眞木 失われた響き（ロスト・サウンズ）Ⅲ 前橋汀子(vln.) スタジオ録音？

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

1979/03/14 NHKホール #775 A 岩城宏之 レスピーギ 組曲「鳥」

1979/03/14 NHKホール #775 A 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1979/03/17 NHKホール 岩城宏之 チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
第48回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/03/23 NHKホール #776 C 岩城宏之 レスピーギ(ロッシーニ) バレエ音楽「風変わりな店」

1979/03/23 NHKホール #776 C 岩城宏之 野田暉行 ピアノ協奏曲 神谷郁代(pf.)

1979/03/23 NHKホール #776 C 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

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.)

1979/03/28 NHKホール #777 B 岩城宏之 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

1979/03/28 NHKホール #777 B 岩城宏之 レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

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

1979/09/07 Perth Concert Hall 岩城宏之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 内田光子(pf.) パース

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

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

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

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

高橋美智子(marimba) 1980年第28回尾高賞受賞

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

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

高橋美智子(marimba)

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

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

1980/09/05 NHKホール 岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

第24回N響ゴールデンポップス

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

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

野島稔(pf.)

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

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

1981/01/23 NHKホール #831 B 岩城宏之 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Hob.VIIb-1

岩崎洸(vlc.)

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

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

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

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

作曲家・個展’82「黛敏郎」

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

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

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

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

ピレシュ、マリア・ジョアン(pf.)



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

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

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

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

1983/02/11 NHKホール #893 C 岩城宏之 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 塩川悠子(vln.)

1983/05/26
Gewandhaus zu
Leipzig

岩城宏之 湯浅譲二 芭蕉の俳句による情景 ライプツィヒ

1983/05/26
Gewandhaus zu
Leipzig

岩城宏之 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19 塩川悠子(vln.) ライプツィヒ

1983/05/29
Kongresshall e des
Kulturpalaste s

岩城宏之 武満徹 遠い呼び声の彼方へ！ 徳永二男(vln.) プラハ

1983/05/29
Kongresshall e des
Kulturpalaste s

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

野島稔(pf.) プラハ

1983/05/29
Kongresshall e des
Kulturpalaste s

岩城宏之 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 プラハ

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

1984/06/13 東京文化会館 岩城宏之 武満徹 ノヴェンバー・ステップス 鶴田錦史(琵琶)/横山勝也(尺八) 作曲家の個展'86武満徹

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

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

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

1987/03/06 NHKホール
#1016
C

岩城宏之 武満徹 弧 第2部：テクスチュアズ

1987/03/06 NHKホール
#1016
C

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

ツェートマイアー、トーマス(vln.)

1987/03/06 NHKホール
#1016
C

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

1987/03/12 NHKホール
#1017
A

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

1987/03/12 NHKホール
#1017
A

岩城宏之 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

1987/03/25 NHKホール
#1018
B

岩城宏之 石井眞木 響層 作品14

1987/03/25 NHKホール
#1018
B

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

伊藤恵(pf.)

1987/03/25 NHKホール
#1018
B

岩城宏之 ヤナーチェク シンフォニエッタ

1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 三善晃 レオス

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

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

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

1987/07/09 サントリーホール 岩城宏之 武満徹 夢窓

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

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

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

1989/08/30
Bunkamura オー
チャードホール

岩城宏之 黛敏郎 BUGAKU (舞楽)

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

1989/08/30
Bunkamura オー
チャードホール

岩城宏之 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

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

1989/09/25
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」

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

1991/04/30 サントリーホール 岩城宏之 近藤譲 林にて

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

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

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

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

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

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する



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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

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

伊藤恵(pf.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/06 サントリーホール 岩城宏之 モーツァルト、W.A. シェーナとアリア「ああ、私はどこに」 K.369
豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

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

伊藤恵(pf.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

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

豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

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

豊田喜代美(sop.)/日紫喜恵美
(sop.)

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～ブルク劇場のモーツァルト・コンサートを
再現する

1991/05/10 NHKホール
#1142
C

岩城宏之 尾高尚忠 チェロ協奏曲 作品20 藤原真理(vlc.)

1991/05/10 NHKホール
#1142
C

岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

1991/05/16 NHKホール
#1143
A

岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

1991/05/16 NHKホール
#1143
A

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

合唱指導：大谷研二

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

岩城宏之 尾高尚忠 交響曲 第1番 作品35：第1楽章
後に第2楽章が発見され、2006年9月2日
にN響により世界初演された

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

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

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

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

1991/05/22 NHKホール
#1144
B

岩城宏之 ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 一柳慧 弦楽オーケストラのための「インタースペース」

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

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

1996/04/17 NHKホール
#1291
B

岩城宏之 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

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

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

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

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

2003/09/10 サントリーホール
#1494
B

岩村力 ダルラピッコラ 変奏曲 日本初演

2003/09/10 サントリーホール
#1494
B

岩村力 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調 フォークト、ラルス(pf.)

2003/09/10 サントリーホール
#1494
B

岩村力 プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

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

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

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

本田美奈子(vocal)

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

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

本田美奈子(vocal)

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

2004/08/29 NHKホール 岩村力 バッハ、J.S.(ストコフスキー)
トッカータとフーガ ニ短調
BWV565

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1993/12/03 NHKホール
#1217
C

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

1993/12/03 NHKホール
#1217
C

インバル、エリアフ チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

1993/12/09 NHKホール
#1218
A

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

合唱指導：関屋晋/古橋富士雄

1993/12/15 NHKホール
#1219
B

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

合唱指導：佐藤公孝

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

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

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

1994/09/25
Symphony Hall
Birmingham

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 バーミンガム

1994/09/28
Palais des Beaux
Arts

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第9番 ニ長調 ブリュッセル

1996/05/11 NHKホール
#1292
C

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

1996/05/11 NHKホール
#1292
C

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

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

インバル、エリアフ ウェーベルン 6つの小品 作品6 (1928年版)

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

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

1996/05/16 NHKホール
#1293
A

インバル、エリアフ ラヴェル
「ダフニスとクロエ」組曲 第1番 /
第2番

二期会合唱団(chor.)

1996/05/22 NHKホール
#1294
B

インバル、エリアフ マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

2000/04/06 NHKホール
#1403
A

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

合唱指導：田中信昭/佐藤公孝

2000/04/12 サントリーホール
#1404
B

インバル、エリアフ
ムソルグスキー
(ショスタコーヴィチ)

歌劇「ホヴァンシチナ」：前奏曲
「モスクワ川の夜明け」

2000/04/12 サントリーホール
#1404
B

インバル、エリアフ ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77 シトコヴェツキ、ドミートリ(vln.)

2000/04/12 サントリーホール
#1404
B

インバル、エリアフ ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2000/04/22 NHKホール
#1405
C

インバル、エリアフ ストラヴィンスキー 組曲 第2番

2000/04/22 NHKホール
#1405
C

インバル、エリアフ
ムソルグスキー
(ショスタコーヴィチ)

歌曲集「死の歌と踊り」
アレクサーシキン、セルゲイ
(br.)

2000/04/22 NHKホール
#1405
C

インバル、エリアフ ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2002/02/09 NHKホール
#1454
C

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

2002/02/09 NHKホール
#1454
C

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

グランダー、マティアス(cl.)

2002/02/09 NHKホール
#1454
C

ヴァイグレ、セバスティアン ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

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.)

1978/01/12 NHKホール #739 A ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ モーツァルト、W.A. 交響曲 第40番 ト短調 K.550

1978/01/12 NHKホール #739 A ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

コチシュ、ゾルターン(pf.)

1978/01/12 NHKホール #739 A ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88



1978/01/19 NHKホール #740 B ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」

1978/01/19 NHKホール #740 B ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ バルトーク ヴィオラ協奏曲 今井信子(vla.)

1978/01/19 NHKホール #740 B ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ シュトラウス、リヒャルト 交響詩「死と変容」 作品24

1978/01/27 NHKホール #741 C ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

1978/01/27 NHKホール #741 C ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 アウアー、エドワード(pf.)

1978/01/27 NHKホール #741 C ヴァルヴィーゾ、シルヴィオ ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1979/11/09 NHKホール #793 C ヴァント、ギュンター ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第2番 作品72

1979/11/09 NHKホール #793 C 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.)

1979/11/09 NHKホール #793 C ヴァント、ギュンター シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944

1979/11/14 NHKホール #794 A ヴァント、ギュンター ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 (ハース版)

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

1979/11/21 NHKホール #795 B ヴァント、ギュンター シューマン、ローベルト 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

1982/04/02 NHKホール #868 C ヴァント、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

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

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

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

1982/04/07 NHKホール #869 A ヴァント、ギュンター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」

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

1982/04/14 NHKホール #870 B ヴァント、ギュンター ブルックナー
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」 (ハース
版)

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

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

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

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

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

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

1972/02/07,08 東京文化会館 #572 A ヴィッヒ、ギュンター シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

1972/02/14,15 東京文化会館 #573 B ヴィッヒ、ギュンター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第60番 ハ長調 Hob.I-60 「うっかり者」

1972/02/14,15 東京文化会館 #573 B ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.320 「ポストホルン」

1973/11/07 NHKホール #613 A ヴィッヒ、ギュンター ウェーベルン オーケストラのための5つの小品 作品10

1973/11/07 NHKホール #613 A ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A. セレナード ニ長調 K.203

1973/11/07 NHKホール #613 A ヴィッヒ、ギュンター ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

1973/11/14 NHKホール #614 B ヴィッヒ、ギュンター レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品
132

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」

1973/11/17 NHKホール #615 C ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

1973/11/17 NHKホール #615 C ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1977/01/12 NHKホール #709 A ヴィッヒ、ギュンター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第88番 ト長調 Hob.I-88

1977/01/12 NHKホール #709 A ヴィッヒ、ギュンター ヴィニャフスキ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品22 前橋汀子(vln.)

1977/01/12 NHKホール #709 A ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」

1977/01/21 NHKホール #710 C ヴィッヒ、ギュンター リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 キッシュ、ジュラ(pf.)

1977/01/21 NHKホール #710 C ヴィッヒ、ギュンター ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

1977/01/26 NHKホール #711 B ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A. 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

1977/01/26 NHKホール #711 B ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A. フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299
ラルデ、クリスチャン(fl.)/ジャメ、マ
リー・クレール(hrp.)

1979/09/15 NHKホール ヴィッヒ、ギュンター シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26 第19回N響ゴールデンポップス

1979/09/15 NHKホール ヴィッヒ、ギュンター グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 中村紘子(pf.) 第19回N響ゴールデンポップス

1979/09/15 NHKホール ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68　「田園」 第19回N響ゴールデンポップス

1979/09/22 NHKホール #787 C ヴィッヒ、ギュンター ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I-104 「ロンドン」

1979/09/22 NHKホール #787 C ヴィッヒ、ギュンター モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

スピヴァコフ、ウラディーミル
(vln.)

1979/09/22 NHKホール #787 C ヴィッヒ、ギュンター シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43



1979/09/26 NHKホール #788 A ヴィッヒ、ギュンター ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1979/09/26 NHKホール #788 A ヴィッヒ、ギュンター ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

1979/10/03 NHKホール #789 B ヴィッヒ、ギュンター ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2008/04/16 サントリーホール
#1618
B

ヴィヨーム、エマニュエル ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2008/04/16 サントリーホール
#1618
B

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

2008/04/16 サントリーホール
#1618
B

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

1951/10/17 日比谷公会堂 #330 ウェス、クルト ブラームス ドイツ･レクイエム 作品45

三宅春恵(sop.)/中山悌一
(br.)/K.A.Y.合唱団(恵泉女学園合唱
団/青山学院合唱団/YMCAグリー・
クラブ)(chor.)

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「こうもり」 作品56：序曲

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) アンネン・ポルカ 作品117

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「朝の新聞」 作品279

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) ポルカ「浮気心」 作品319

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト
シュトラウス、ヨハン(2世)&
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨーゼフ ワルツ「オーストリアの村つばめ」 作品164

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、エドゥアルド ポルカ「テープは切られた」 作品45

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) 喜歌劇「ジプシー男爵」：入場行進曲

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨーゼフ ポルカ「女心」 作品166

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「ウィーンかたぎ」 作品354

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨーゼフ 自転車ポルカ

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨーゼフ かじ屋のポルカ 作品269

1952/01/12 日比谷公会堂 ウェス、クルト シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

1952/04/17,18? 日比谷公会堂 #336 ウェス、クルト ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 クロイツァー、レオニード(pf.)

1952/04/27 日比谷公会堂 ウェス、クルト 芥川也寸志 交響管弦楽のための音楽

1952/05/18 宝塚大劇場 ウェス、クルト ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲

1952/05/18 宝塚大劇場 ウェス、クルト ワーグナー、リヒャルト
楽劇「トリスタンとイゾルデ」：イゾルデの愛の死
「優しくかすかな彼のほほえみ」

トローベル、ヘレン(sop.)

1952/05/21 日比谷公会堂 ウェス、クルト ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：前奏曲

1952/05/21 日比谷公会堂 ウェス、クルト ワーグナー、リヒャルト
楽劇「トリスタンとイゾルデ」：船乗りたちが歌を
歌って、あのよ うに私を笑うからには

トローベル、ヘレン(sop.)

1952/05/21 日比谷公会堂 ウェス、クルト ワーグナー、リヒャルト 楽劇「トリスタンとイゾルデ」：第3幕への前奏曲

1952/05/21 日比谷公会堂 ウェス、クルト ワーグナー、リヒャルト
楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートのライン
の旅

1952/05/21 日比谷公会堂 ウェス、クルト ワーグナー、リヒャルト
楽劇「神々のたそがれ」：ジークフリートの葬送
行進曲

1952/05/21 日比谷公会堂 ウェス、クルト ワーグナー、リヒャルト
楽劇「神々のたそがれ」：ブリュンヒルデの自己
犠牲

トローベル、ヘレン(sop.)

1953/03/21 日比谷公会堂 ウェス、クルト 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」 ギーゼキング、ワルター(pf.) ギーセキング・コンサートの夕べ

1953/09/24 日比谷公会堂 #349 ウェス、クルト モーツァルト、W.A. ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216 スターン、アイザック(vln.)

1953/09/24 日比谷公会堂 #349 ウェス、クルト ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 スターン、アイザック(vln.)

1954/08/11 不詳 ウェス、クルト ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 ＮＨＫラジオ「クルト・ウェス告別放送」

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

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)

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」

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」

1970/10/19 東京厚生年金会館 #546 A ウェラー、ワルター シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

1970/10/19 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.)

1970/10/26 東京厚生年金会館 #547 B ウェラー、ワルター ヤナーチェク シンフォニエッタ

1970/10/26 東京厚生年金会館 #547 B ウェラー、ワルター メンデルスゾーン
交響曲 第4番 イ長調 作品90
「イタリア」



1974/05/08 NHKホール #631 A ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
セレナード ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥル
ナ」

1974/05/08 NHKホール #631 A ウェラー、ワルター バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 鈴木秀太郎(vln.)

1974/05/08 NHKホール #631 A ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
「ジュピター」

1974/05/11 NHKホール #632 C ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ
風」

鈴木秀太郎(vln.)

1974/05/18 NHKホール ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A. 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527：序曲
第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/05/18 NHKホール ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調
K.466

クラウス、リリー(pf.)
第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/05/18 NHKホール ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A. 歌劇「フィガロの結婚」 K.492：序曲
第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/05/18 NHKホール ウェラー、ワルター モーツァルト、W.A.
交響曲 第36番 ハ長調 K.425
「リンツ」：第4楽章

第4回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1956/10/10 産経ホール ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「トスカ」

グエルフィ、ジャン・ジャコモ(スカル
ピア男爵.)/タッディ、ジュゼッペ(スカ
ルピア男爵)/ボルソ、ウンベルト(カ
ヴァラドッシ)/プーマ、サルヴァトーレ
(カヴァラドッシ)/ステルラ、アントニ
エッタ(トスカ)/ベルトルリ、ルチアー
ナ(トスカ)/カーヴァ、カルロ(アンジェ
ロッティ)/ボイエル、アントニオ(教会
の番人)/スカルリーニ、グラウコ(ス
ポレッタ)/大橋国一(シャローネ)/栗
本尊子(羊飼いの少年)/東京放送合
唱団(chor.)/二期会(chor.)

LUCIAITALIANA1956
日伊文化協定発効記念
合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ
プロンプター：セルジョ・ピラッツィーニ
補助指揮：外山雄三/岩城宏之
演出助手：栗山昌良
美術監督：妹尾河童
美術監督助手：緒方規久子
照明：石井尚郎
振付：島田広
舞台監督：長沼広光
舞台監督助手：佐木忠次/湯藤光生/富永
泰夫
美術：カルミロ・パラヴィチーニ

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ
歌劇「セビリアの理髪師」：陰口はそよ風のよう
に

カーヴァ、カルロ(bs.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：今の歌声は
シミオナート、ジュリエッタ
(mez.sop.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：第3幕への前奏曲

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：誰も寝てはならぬ ボルソ、ウンベルト(ten.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：ある晴れた日に モスクッチ、オリエッタ(sop.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ ビゼー
歌劇「カルメン」：花の歌 「おまえが投げたこの
花は」

プーマ、サルヴァトーレ(ten.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ 歌劇「トロヴァトーレ」：炎は燃えて！
ピラッツィーニ、ミリアム
(mez.sop.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「ボエーム」：古い外とうよ カッシネルリ、アントニオ(bs.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館

1956/10/28 神戸国際会館 ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ 歌劇「リゴレット」：四重唱「美しい乙女よ」

ノーニ、アルダ(sop.)/ピラッツィー
ニ、ミリアム(mez.sop.)/プーマ、サル
ヴァトーレ(ten.)/タッディ、ジュゼッペ
(br.)

イタリア歌劇団による原爆被災者救済募
金慈善演奏会
主催：兵庫県共同募金会
後援：日本放送局会/ラジオサービスセン
ター
協賛：外務省/イタリア大使館



1959/02/05 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「ボエーム」

タリアヴィーニ、フェルッチョ(ロドル
フォ)/ヤイヤ、ジャンニ(ロドルフォ)/
コロンボ、シピオ(マルチェルロ)/ラ・
ポルタ、アルトゥーロ(ショナール)/立
川澄人(ショナール)/クラバッシ、プリ
ニオ(コルリーネ)/オネスティ、ジョル
ジョ(ブノア&アルチンドロ)/ヴェルチェ
ルリ、アンジェラ(ミミ)
/ノーニ、アルダ(ムゼッタ)/デ・ユリ
ス、ガブリエレ(パルピニョール)/宮
本正(パルピニョール)/東京放送合
唱団(chor.)/二期会(chor.)/藤原歌
劇団合唱部(chor.)/東京少年少女合
唱隊(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
合唱指導：長谷川新一
美術：ヴェニエロ・コラサンティ
(VenieroCorasanti)
Ricordi版楽譜を使用

1959/02/19 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ビゼー 歌劇「カルメン」

シミオナート、ジュリエッタ(カルメン)/
ジーリ、リナ(ミカエラ)/ヴェルチェル
リ、アンジェラ(ミカエラ)/キッサーリ、
サンタ(フラスキータ)/ディ・スタジオ、
アンナ(メルセデス)/デル・モナコ、
マリオ(ドン・ホセ)/コロンボ、シピオ
(エスカミーリョ)/プロッティ、アルド(エ
スカミーリョ)/ラ・ポルタ、アルトゥー
ロ(ダンカイロ
&モラーレス)/カルーソー、マリアーノ
(レメンダード)/モンタルソロ、パオロ
(スニーガ)/宮本昭太(br.)/東京放送
合唱団(chor.)/二期会(chor.)/藤原
歌劇団合唱部(chor.)/東京少年少女
合唱隊(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリBrunoNofri
振付：島田広
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリArturoWolf-Ferrari
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
合唱指導：長谷川新一
バレエ：日本バレエ協会
美術：チェーザレ・マリア・クリスティーニ
CesareMariaCristini
Ricordi版楽譜を使用

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：今の歌声は キッサーリ、サンタ(sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ 歌劇「ドン・カルロ」：ひとり寂しく眠ろう クラバッシ、プリニオ(bs.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ サン・サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」：あなたの声に心は開く ディ・スタジオ、アンナ(mez.sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ 歌劇「アイーダ」：おお、わがふるさと トゥッチ、ガブリエルラ(sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ
歌劇「リゴレット」：四重唱「いつかあなたに会っ
た時から」

キッサーリ、サンタ(sop.)/ディ・スタジ
オ、アンナ(mez.sop.)/ヤイヤ、ジャン
ニ(ten.)/プロッティ、アルド(br.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：私は町のなんでも屋 プロッティ、アルド(br.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」：私のお父さん ノーニ、アルダ(sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ドニゼッティ 歌劇「ラ・ファヴォリータ」：いとしいフェルナンドよ
シミオナート、ジュリエッタ
(mez.sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「トスカ」：星はきらめき タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ トスティ 理想の人 クラバッシ、プリニオ(bs.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：私は町のなんでも屋 プロッティ、アルド(br.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ ああ、この悲しみ モンタルソロ、パオロ(bs.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ベネチア民謡 曲名不明 ノーニ、アルダ(sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 ヴェルキ、ニーノ ナポリ民謡 帰れソレントへ タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1963/10/23 東京文化会館 ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」

プロッティ、アルド(フィガロ)/シミオ
ナート、ジュリエッタ(ロジーナ)/サバ
トゥッチ、ロレンツォ(アルマヴィー
ヴァ伯爵)/ロッシ・レメーニ、ニコラ
(バジーリオ)/ラ・ポルタ、アルトゥー
ロ(バルトロ)/ディ・スタジオ、アンナ
(ベルタ)/オネスティ、ジョルジョ(フィ
オレルロ)/グッジャ、マリオ(軍曹)/久
米明(アンブロージョ)/有馬五郎(アン
ブロージョ)/桑山正一(公証人)/小林
恭(公証人)/二期会(chor.)/藤原歌劇
団合唱部(chor.)

LIRICAITALIANA1963
演出：ブルーノ・ノフリBrunoNofri
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
CamilloParravicini
合唱指揮：福永陽一郎
プロンプター：アルトゥーロ・ウォルフ・フェ
ラーリArturoWolf-Ferrari
副指揮：外山雄三、三石精一、若杉宏、菊
池彦典

1963/10/29 東京文化会館 ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」

シーゲレ、ミエッタ(蝶々夫人)/
モーリ、アンジェロ(ピンカートン)
/ディ・スタジオ、アンナ(スズキ)
/ドラーツィ、アッティリオ(シャープレ
ス)/グッジャ、マリオ(ゴロー)/リナウ
ド、マリオ(僧侶)/ラ・ポルタ、アル
トゥーロ(ヤマドリ)/オネスティ、ジョル
ジョ(神官)/栗本尊子(ケート・ピン
カー
トン)/二期会(chor.)/藤原歌劇団合
唱部(chor.)

LIRICAITALIANA1963
演出：青山圭男
美術：NHK
合唱指揮：福永陽一郎
振付：藤蔭静江
プロンプター：アルトゥーロ・ウォルフ・フェ
ラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
副指揮：外山雄三、三石精一、若杉弘、菊
池彦典
日本舞踊：藤蔭静江舞踊団

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」：序曲 ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ 歌劇「シモン・ボッカネグラ」：悲しい胸の思いは ギャウロフ、ニコライ(br.) ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ 歌劇「椿姫」：前奏曲 ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ 歌劇「ドン・カルロ」：ひとり寂しく眠ろう ギャウロフ、ニコライ(br.) ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

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

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ラフマニノフ 歌劇「アレコ」：月は高く ギャウロフ、ニコライ(br.) ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」：間奏曲 ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ロッシーニ
歌劇「セビリアの理髪師」：陰口はそよ風のよう
に

ギャウロフ、ニコライ(br.) ニコライ・ギャウロフ特別演奏会

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

1973/09/01 NHKホール ヴェルキ、ニーノ フレンニコフ
シェークスピア「から騒ぎ」のための音楽 作品7：
よっぱらいのうた

ギャウロフ、ニコライ(br.) ニコライ・ギャウロフ特別演奏会



1973/09/19 NHKホール ヴェルキ、ニーノ ヴェルディ 歌劇「椿姫」

スコット、レナータ(ヴィオレッタ・ヴァ
レリー)/ディ・スタジオ、アンナ(フロー
ラ・ベルヴォア)/ペドローニ、アンナ
(アンニーナ)/カレーラス、ホセ(アル
フレード・ジェルモン)/ブルスカン
ティーニ、セスト(ジョルジョ・ジェルモ
ン)/ヤコプッチ、フェルナンド(ガスト
ン子爵)/マッツィーニ、グイド(ドゥ
フォール男爵)/ロンバルディ、フラン
コ(ドビニー侯爵)/メリチアーニ、カル
ロ(グランヴィル)/金谷良三(ジュゼッ
ペ)/久岡昇(使者)/日本プロ合唱団
連合(chor.)

NHKホール落成記念公演
LIRICAITALIANA1973
演出：ブルーノ・ノフリ
美術：カミルロ・パラヴィチーニ
振付：島田広
プロンプター：ウーゴ・カターニア
衣装：ローマ歌劇場
かつら：パーリアルンガ
履物：ポンペイ
合唱指揮：福森湘
振付助手：服部智恵子
副指揮：田中信昭/中館輝厚/宮本昭嘉/
小松一彦/堤俊作/松井和彦
バレエ：東京シティ・バレエ団協演：東京演
劇アンサンブル

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲 NHK札幌放送局開局60周年記念

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.) NHK札幌放送局開局60周年記念

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

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

1988/07/02
北海道厚生年金会
館

ヴェンツァゴ、マリオ 林光 シンフォニック・スケッチ「江差」 NHK札幌放送局開局60周年記念

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 ドゥヴァイヨン、パスカル(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ラヴェル ボレロ
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1988/07/16 サントリーホール ヴェンツァゴ、マリオ ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ1988

1981/03/28 NHKホール
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

モーツァルト、W.A. 交響曲 第23番 ニ長調 K.181

1981/03/28 NHKホール
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 舘野泉(pf.)

1981/03/28 NHKホール
ヴォルム、ディーター･ゲル
ハルト

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

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

ハイドン、フランツ・ヨーゼフ 交響曲 第86番 ニ長調 Hob.I-86

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

ショーソン 詩曲 作品25 アモイヤル、ピエール(vln.)

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

サン・サーンス ハバネラ 作品83 アモイヤル、ピエール(vln.)

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

ラヴェル チガーヌ アモイヤル、ピエール(vln.)

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

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

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

モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201

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

ヴュータン
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 作品37 「グレ
トリー」

ボベスコ、ローラ(vln.)

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

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

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

シューマン、ローベルト 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

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

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 園田高弘(pf.)

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

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

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

2008/08/03 NHKホール 梅田俊明 チャイコフスキー
歌劇「エフゲーニ・オネーギン」 作品24：ポロ
ネーズ

N響ほっとコンサート～オーケストラからの
贈り物～
司会：髙橋美鈴

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

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

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

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

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

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」



2013/04/13 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

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

1992/12/04 NHKホール
#1187
C

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

1992/12/04 NHKホール
#1187
C

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

1992/12/04 NHKホール
#1187
C

エーヴァルト、クリスティアン シューマン、ローベルト
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97
「ライン」

1973/09/09 NHKホール エチュアン、ポール グノー 歌劇「ファウスト」

クラウス、アルフレード(ファウスト)/
ギャウロフ、ニコライ(メフィストフェレ
ス)/サッコマーニ、ロレンツォ(ヴァレ
ンティン)/マッツィーニ、グイド(ワー
グナー)/マッツォッタ、パオロ(ワーグ
ナー)/スコット、レナータ(マルガレー
テ)/ダル・ピーヴァ、ミ
レーナ(ジーベル)/ディ・スタジオ、ア
ンナ(マルテ)/日本プロ合唱団連合
(chor.)

NHKホール落成記念公演
LIRICAITALIANA1973
演出：ジャン・ルイ・バロー原演出によりア
ントネルロ・マダウディアツ
振付：ルチアーナ・ノヴァーロ
プロンプター：ウーゴ・カターニア
美術：ジャック・デュポン
舞台・衣装・小道具：ミラノ「ラ・スカラ座」
合唱指揮：田中信昭
振付助手：服部智恵子
副指揮：福森湘/中館輝厚/宮本
昭嘉/小松一彦/堤俊作/佐藤功太郎/松
井和彦
バレエ：谷桃子バレエ団/東京シティ・バレ
エ団
協演：東京演劇アンサンブル

1970/11/09 東京厚生年金会館 #548 A エッサー、ヘリベルト シェーンベルク 清められた夜 作品4

1970/11/09 東京厚生年金会館 #548 A エッサー、ヘリベルト モーツァルト、W.A.
ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調
K.447

リンダー、アルベルト(hrn.)

1970/11/16 東京厚生年金会館 #549 B エッサー、ヘリベルト プロコフィエフ 組曲「キージェ中尉」 作品60

1970/11/16 東京厚生年金会館 #549 B エッサー、ヘリベルト サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 ソコロフ、グリゴリー(pf.)

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

2017/12/22 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.)

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

1954/11/20 日比谷公会堂
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 フルニエ、ピエール(vlc.) ピエール・フルニエ演奏会

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「ボエーム」：私の名はミミ 伊藤京子(sop.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「ボエーム」：ミミの別れと四重唱
伊藤京子(sop.)/三宅春恵(sop.)/川
崎静子(alt.)/柴田睦陸(ten.)/伊藤亘
行(br.)

ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「トスカ」：テ・デウム 秋元雅一朗(bs.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「トスカ」：星はきらめき 藤原義江(ten.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：登場 山口和子(sop.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：愛の二重唱 笹田和子(sop.)/木下保(ten.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」：可愛い坊や 長門美保(sop.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1954/11/30放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：リューの死 大谷冽子(sop.)
ＮＨＫラジオ「音楽のおくりもの　プッチーニ
３０年祭記念音楽会」

1955/05/11 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

オルフ カルミナ・ブラーナ
伊藤京子(sop.)/渡辺高之助(ten.)/
石津憲一(br.)/国立音楽大学(chor.)

ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1955/09/13～20 日比谷公会堂 #369
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」

伊藤宣行(br.)/笹田和子(sop.)
/伊藤京子(sop.)/関忠亮(bs.)/池田
智恵子(mez.sop.)/木下保(ten.)/柴
田睦陸(ten.)/秋本雅一郎(bs.)/荒木
宏明(ten.)/戸田政子(sop.)/岡恵誉
(ten.)/二期会(chor.)

合唱指揮：伊藤栄一
舞踊・振付：谷桃子
バレエ団演出：青山圭男
訳詞：青木爽/植村敏夫/パウル・クリング
美術：三林亮太郎
美術助手：小田内道正
照明：穴沢喜美男
ピアノ：外山雄三/小林道夫/中野章三郎
舞台監督：津村健二/南実

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲



1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

プッチーニ 歌劇「トスカ」：星はきらめき タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

マスカーニ
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：ママも知る
とおり

タッシナーリ、ピア(sop.)

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

トスティ 理想の人 タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ナポリ民謡 太陽の国 タリアヴィーニ、フェルッチョ(ten.)

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ビゼー 歌劇「カルメン」：ハバネラ タッシナーリ、ピア(sop.)

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ヴェルディ 歌劇「トロヴァトーレ」：われらの山へ
タッシナーリ、ピア(sop.)/タリアヴィー
ニ、フェルッチョ(ten.)

1955/09/28放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ボーイト 歌劇「メフィストフェーレ」：はるかなる彼方へ
タッシナーリ、ピア(sop.)/タリアヴィー
ニ、フェルッチョ(ten.)

1955/11/20放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1955/11/20放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 クリング、パウル(vln.) ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1956/01/08放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

作曲者不詳（近衛秀麿） 越天楽 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1956/01/08放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

尾高尚忠 みだれ ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1956/01/08放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

間宮芳生 ピアノ協奏曲 第1番 田村宏(pf.) ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1956/01/08放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

伊福部昭 土俗的三連画 ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」

1956/02/26放送 不詳
エッシュバッハー、ニクラウ
ス

林光 オーケストラのための変奏曲
ＮＨＫラジオ「NHKシンフォニーホール」
1955年度第4回尾高賞受賞

2008/09/19 NHKホール
#1626
C

エトヴェシュ、ペーテル バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

2008/09/19 NHKホール
#1626
C

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

諏訪内晶子(vln.)
ＮＨＫ交響楽団・ルツェルン音楽祭委嘱
日本初演

2008/09/19 NHKホール
#1626
C

エトヴェシュ、ペーテル バルトーク オーケストラのための協奏曲

1963/08/25 不詳 Ｎ響弦楽四重奏団 モーツァルト、W.A.
弦楽四重奏曲 ハ長調 K.465
「不協和音」

ヒューブナー、ウィルヘルム(1st
vln.)/坂本玉明(2nd vln.)/奥邦夫
(vla.)/小野崎純(vlc.)

ＮＨＫラジオ「ラジオリサイタル」

1963/08/25 不詳 Ｎ響弦楽四重奏団 モーツァルト、W.A.
弦楽四重奏曲弦楽 ニ短調 D.810
「死と乙女」

ヒューブナー、ウィルヘルム(1st
vln.)/坂本玉明(2nd vln.)/奥邦夫
(vla.)/小野崎純(vlc.)

ＮＨＫラジオ「ラジオリサイタル」

2009/02/07 NHKホール
#1640
A

エリシュカ、ラドミル スメタナ 交響詩「わが祖国」

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

1959/02/04,07 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト ヴェルディ 歌劇「オテロ」

デル・モナコ、マリオ(オテロ)/ゴッビ、
ティト(ヤーゴ)/プロッティ、アルド
(ヤーゴ)/カルーソー、マリアーノ(カッ
シオ)/デ・ユリス、ガブリエレ(ロデ
リーゴ)/クラバッシ、プリニオ(ロド
ヴィーコ)/岡村喬生(モンターノ)/オ
ネスティ、ジョルジョ(伝令)/トゥッチ、
ガブリエルラ(デズデモナ)/ディ・スタ
ジオ、アンナ(エミリア)/東京放送合
唱団(chor.)/二期会(chor.)/藤原歌
劇団合唱部(chor.)/東京少年少女合
唱隊(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
合唱指導：長谷川新一
美術：カミルロ・バルラヴィチーニ
(CamilloParravicini)
Ricordi版楽譜を使用

1959/02/17 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト ヴェルディ 歌劇「椿姫」

トゥッチ、ガブリエルラ(ヴィオレッタ・
ヴァレリー)/ディ・スタジオ、アンナ(フ
ローラ・ベルヴォア)/ヤイヤ、ジャン
ニ(アルフレード・ジェルモン)/プロッ
ティ、アルド(ジョルジョ・ジェルモン)/
コロンボ、シピオ(ジョルジョ・ジェルモ
ン)/カルーソー、マリアーノ(ガストン
子爵)/ラ・ポルタ、アルトゥーロ(ドゥ
フォール男爵)/宮本昭太(ドゥフォー
ル男爵)/モンタルソロ、パオロ(オビ
ニー侯爵)/オネスティ・ジョルジョ(グ
ランヴィル)/キッサーリ、サンタ(アン
ニーナ)/東京放送合唱団(chor.)/二
期会(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
振付：島田広
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
バレエ：日本バレエ協会
美術：ヴェニエロ・コラサンティ
(VenieroCorasanti)/ジョン・ムール
(JohnMoores)
Ricordi版楽譜を使用

1959/02/25 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」：序曲

1959/02/25 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト ヴェルディ
歌劇「ドン・カルロ」：ロドリーゴの死「終わりの日
は来た」

コロンボ、シピオ(br.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」：氷のような姫君の心も
ヴェルチェルリ、アンジェラ
(sop.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト ロッシーニ
歌劇「セビリアの理髪師」：陰口はそよ風のよう
に

モンタルソロ、パオロ(bs.)

1959/02/25 東京宝塚劇場 エレーデ、アルベルト ヴェルディ
歌劇「リゴレット」：女心の歌「風の中の羽のよう
に」

ヤイヤ、ジャンニ(ten.)



1959/02/11 東京宝塚劇場
エレーデ、アルベルト/ヴェ
ルキ、ニーノ

ドニゼッティ 歌劇「愛の妙薬」

ノーニ、アルダ(アディーナ)/タリア
ヴィーニ、フェルッチョ(ネモリーノ)/
ラ・ポルタ、アルトゥーロ(ベルコー
レ)/モンタルソロ、パオロ(ドゥルカ
マーラ)/キッサーリ、サンタ(ジャン
ネッタ)/東京放送合唱団(chor.)/二
期会(chor.)/藤原歌劇団合唱部
(chor.)

合唱指揮：森正
演出：ブルーノ・ノフリ(BrunoNofri)
振付：島田広
プロンプター：アルトゥーロ・ヴォルフ・フェ
ルラーリ(ArturoWolf-Ferrari)
補助指揮：岩城宏之/福永陽一郎
/福田一雄/三石精一
バレエ：日本バレエ協会
美術：マリオ・ポンペイ(MarioPompei)
Ricordi版楽譜を使用

1999/06/10 NHKホール
#1382
A

大植英次 糀場富美子 広島レクイエム
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/10 NHKホール
#1382
A

大植英次 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 モラヴェツ、イヴァン(pf.)
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ
RichardGoodeが病気のためソリスト変更

1999/06/10 NHKホール
#1382
A

大植英次 ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/26 NHKホール
#1384
C

大勝秀也 ステンハンマル 交響的序曲「エクセルシオール！」 作品13
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/26 NHKホール
#1384
C

大勝秀也 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 リン、チョーリャン(vln.)
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

1999/06/26 NHKホール
#1384
C

大勝秀也
シュトラウス、リヒャルト(ロ
ジンスキー)

組曲「ばらの騎士」
海外にポジションを持つ日本人若手指揮
者シリーズ

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

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

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

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

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

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 サマルティーニ シンフォニア 変ホ長調 J.C.26
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～イタリアの少年モーツァルト

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

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

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

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. 交響曲 ニ短調 K.97
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～イタリアの少年モーツァルト

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

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～イタリアの少年モーツァルト

1991/04/03 サントリーホール 大友直人 モーツァルト、W.A. オラトリオ「救われたベトゥーリア」 K.118：序曲
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～イタリアの少年モーツァルト

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

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

三原剛(br.) 第19回若い芽のコンサート

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

三原剛(br.) 第19回若い芽のコンサート

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

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

1993/09/03 NHKホール
#1208
C

大友直人 ウェーバー 歌劇「オベロン」：序曲

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

1993/09/03 NHKホール
#1208
C

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

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

1993/09/03 NHKホール
#1208
C

大友直人 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

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

1997/04/16 NHKホール
#1321
B

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

1997/04/16 NHKホール
#1321
B

大友直人 ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

1991/02/14 NHKホール
#1134
A

大野和士 ワーグナー、リヒャルト ジークフリートの牧歌

1991/02/14 NHKホール
#1134
A

大野和士 一柳慧 ピアノ協奏曲 第2番 「冬の肖像」 中村紘子(pf.)

1991/02/14 NHKホール
#1134
A

大野和士 ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

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



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

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

2002/12/23 NHKホール 大野和士 バッハ、J.S.(ウェーベルン) 音楽のささげものBWV1079：リチェルカータ

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

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

ベーレンライター版
合唱指導：田中信昭/長井則文

1979/11/28 NHKホール 大町陽一郎 ブラームス 大学祝典序曲 作品80
NHK文化センター開設記念N響と第9を歌
うコンサート

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

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

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

1962/06/12 杉並公会堂 小澤征爾 黛敏郎 交響詩「輪廻 (さむさーら)」
世界初演 NHKラジオ＆テレビコンサート
(公開収録)

1962/06/12 杉並公会堂 小澤征爾 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 江藤俊哉(vln.) NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)

1962/06/12 杉並公会堂 小澤征爾 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」
NHKラジオ＆テレビコンサート(公開収録)
版不明

1962/06/20,21,22 東京文化会館 #432 小澤征爾 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1962/06/20,21,22 東京文化会館 #432 小澤征爾 ストラヴィンスキー 祝賀前奏曲

1962/06/20,21,22 東京文化会館 #432 小澤征爾 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」

1962/06/20,21,22 東京文化会館 #432 小澤征爾 レスピーギ 交響詩「ローマの松」

1962/07/24 不詳 小澤征爾 メシアン トゥランガリラ交響曲
ロリオ、イヴォンヌ(pf.)/本荘玲 子
(Ondes Martenot)

監修：オリヴィエ・メシアン

1962/09/20,21,22 東京文化会館 #433 小澤征爾 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1962/09/20,21,22 東京文化会館 #433 小澤征爾 ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

1962/09/20,21,22 東京文化会館 #433 小澤征爾 モーツァルト、W.A.
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長 調 K.219 「トル
コ風」

グトニコフ、ボリス(vln.)

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 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

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」：間奏曲

1962/10/02 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 黛敏郎 交響詩「輪廻 (さむさーら)」

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾
シュトラウス、ヨハン(2世) &
シュトラウス、ヨーゼフ

ピチカート・ポルカ

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 武満徹 弦楽のためのレクイエム

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 ブラームス ハンガリー舞曲：第5番

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 マスカーニ

「ロメオとジュリエット」組曲 第1番 作品64bis /
第2番 作品 64ter：タイボルトの死 / モンタ
ギュー家とキャピュレット家 / 踊り / 西インドの
どれい娘の踊り / ジュリエットの墓の前のロメオ

1962/10/03 City Hall（ホンコン） 小澤征爾 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1962/11/16 東京文化会館 #434 小澤征爾 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 カサド、ガスパール(vlc.)

1962/11/16 東京文化会館 #434 小澤征爾 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

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

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

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

怪我や病気で活躍できないオーケストラの
楽員のためのチャリティコンサート

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

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

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

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

2005/10/26 NHKホール 小澤征爾 千住明 日本交響詩

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

1971/03/06放送 不詳 尾高忠明 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/03/06放送 不詳 尾高忠明 メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 作品
26

NHKラジオ「ＮＨＫシンフォニーホール」

1971/04/05? NHKホール(旧) 尾高忠明 シベリウス 組曲「カレリア」 作品11
録音日間違い？
同年4月3日のNHKラジオ＆テレビコンサー
ト(公開収録)の可能性あり



1971/04/05? NHKホール(旧) 尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
録音日間違い？
同年4月3日のNHKラジオ＆テレビコンサー
ト(公開収録)の可能性あり

1974/03/30 NHKホール 尾高忠明 ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77：序曲
第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

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

1974/03/30 NHKホール 尾高忠明 バッハ、J.S.(レスピーギ) パッサカリア ハ短調 BWV582
第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/03/30 NHKホール 尾高忠明 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

第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/03/30 NHKホール 尾高忠明 ラヴェル ボレロ
第3回青少年のためのプロムナード・コン
サート

1974/10/26放送 不詳 尾高忠明 篠原眞 Visions II（幻影II） 藤舎呂悦(鼓)/園田高弘(pf.) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1974/11/02放送 不詳 尾高忠明 高橋悠治 非楽之楽（コントラディクション） 田中信昭(語り) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1974/11/02放送 不詳 尾高忠明 入野義朗
2本の尺八とオーケストラのための 転
(Wandlungen)

青木静夫(尺八)/横山勝也(尺八) NHKラジオ「NHKシンフォニーホール」

1975/04/19 NHKホール 尾高忠明 ベートーヴェン 「エグモント」 作品84：序曲
第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/04/19 NHKホール 尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 ラーンキ、デジュー(pf.)
第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/04/19 NHKホール 尾高忠明 ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/04/19 NHKホール 尾高忠明 シベリウス 組曲「カレリア」 作品11：行進曲
第9回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」：序曲 第1回N響ゴールデンポップス

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 海野義雄(vln.) 第1回N響ゴールデンポップス

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

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 中村紘子(pf.) 第1回N響ゴールデンポップス

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 スーザ(南安雄) 行進曲「星条旗よ永遠なれ」 第1回N響ゴールデンポップス

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 タイケ(石丸寛) 行進曲「旧友」 第1回N響ゴールデンポップス

1975/06/28 NHKホール 尾高忠明 ステッフ(南安雄) リパブリック賛歌 第1回N響ゴールデンポップス

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 シューベルト ロザムンデ D.797：序曲
「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

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 シュトラウス、ヨハン(2世) ワルツ「千一夜物語」 作品346
「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

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 シュトラウス、ヨーゼフ かじ屋のポルカ 作品269
「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

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 モーツァルト、L. アルペンホルン協奏曲 千葉馨(hrn.)
「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

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45
「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

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 スッペ 喜歌劇「軽騎兵」：序曲
「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

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

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 リムスキー・コルサコフ 歌劇「サルタン皇帝の物語」：く まばちは飛ぶ 多戸幾久三(tub.)
「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

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

1975/07/23 NHKホール 尾高忠明 エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39-1
「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

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」：序曲
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 チマローザ(ベンジャミン) オーボエ協奏曲 ハ短調 宮本文昭(ob.)
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 ロドリーゴ アランフエスの協奏曲 荘村清志(guit.)
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1975/07/30 NHKホール 尾高忠明 バッハ、J.S. 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068：アリア
第13回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/01/31 NHKホール 尾高忠明 チャイコフスキー
バレエ組曲「眠りの森の美女」：序奏 / リラの精
/ パ・ダクシオン
/ ワルツ

第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/01/31 NHKホール 尾高忠明 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 松浦豊明(pf.)
第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/01/31 NHKホール 尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/01/31 NHKホール 尾高忠明 ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72：第2番
第18回青少年のためのプロムナードコン
サート

1976/10/08 NHKホール 尾高忠明 三善晃 管弦楽のための協奏曲

1976/10/08 NHKホール #700 C 尾高忠明 バルトーク ピアノ協奏曲 第3番 フランクル、ピーター(pf.)

1976/10/08 NHKホール #700 C 尾高忠明 ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

1979/01/27 NHKホール 尾高忠明 モーツァルト、W.A.
交響曲 第35番 ニ長調 K.385
「ハフナー」

第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/01/27 NHKホール 尾高忠明 ハイドン、フランツ・ヨーゼフ
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Hob.VIIb-1

シフ、ハインリヒ(vlc.)
第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/01/27 NHKホール 尾高忠明 サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33 シフ、ハインリヒ(vlc.)
第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

1979/01/27 NHKホール 尾高忠明 ファリャ バレエ組曲「三角帽子」
第46回青少年のためのプロムナードコン
サート

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

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

中村紘子(pf.) 有馬大五郎先生追悼演奏会

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

有馬大五郎先生追悼演奏会

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



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

酒井秀明(fl.) 第10回若い芽のコンサート

1984/01/07 NHKホール 尾高忠明 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 伊藤恵(pf.) 第10回若い芽のコンサート

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

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

尾高忠明 ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43：序
曲

青少年のためのプロムナードコンサート

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

尾高忠明 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」 舘野泉(pf.) 青少年のためのプロムナードコンサート

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

1984/10/28
昭和女子大学 人
見記念講堂

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1988/02/29 サントリーホール 尾高忠明 ガーシュウィン(グロフェ) ラプソディ・イン・ブルー 羽田健太郎(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIIニューヨーク―街角の歌

1988/02/29 サントリーホール 尾高忠明 バーンスタイン
ミュージカル「ウェストサイド物語」から シンフォ
ニック・ダンス

サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団シリーズ87
～都市と音楽VIIIニューヨーク―街角の歌

1988/03/27
春日部市民文化会
館

尾高忠明 モーツァルト、W.A. 歌劇「後宮からの誘拐」 K.384：序曲

1988/03/27
春日部市民文化会
館

尾高忠明 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 小山実稚恵(pf.)

1988/03/27
春日部市民文化会
館

尾高忠明 チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 細川俊夫 遠景 I

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

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 一柳慧 ピアノ協奏曲 第2番 「冬の肖像」 木村かをり(pf.)

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

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 近藤譲 牧歌
N響委嘱世界初演
MusicinFuture1989プレトーク(18:00～)：細
川俊夫/一柳慧/近藤譲/佐野光司(司会)

1989/05/26 サントリーホール 尾高忠明 バートウィッスル 地球の踊り 木村かをり(pf.)
日本初演
MusicinFuture1989プレトーク(18:00～)：細
川俊夫/一柳慧/近藤譲/佐野光司(司会)

1989/09/01 NHKホール
#1088
C

尾高忠明 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 堀正文(vln.)

1989/09/01 NHKホール
#1088
C

尾高忠明 チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74
「悲愴」

1989/09/07 NHKホール
#1089
A

尾高忠明 ボアエルデュー ハープ協奏曲 ハ長調 吉野直子(hrp.)

1989/09/07 NHKホール
#1089
A

尾高忠明 マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

1989/09/13 NHKホール
#1090
B

尾高忠明 吉松隆 朱鷺によせる哀歌

1989/09/13 NHKホール
#1090
B

尾高忠明 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16
フェルツマン、ウラディーミル
(pf.)

1989/09/13 NHKホール
#1090
B

尾高忠明 シュトラウス、リヒャルト 交響詩「英雄の生涯」 作品40

1991/01/28 サントリーホール 尾高忠明 フンメル ピアノ協奏曲 イ短調 作品85 迫昭嘉(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～フランツ・クサヴァー・モーツァルト

1991/01/28 サントリーホール 尾高忠明 モーツァルト、W.A. 交響曲 第29番 イ長調 K.201
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～フランツ・クサヴァー・モーツァルト

1991/01/28 サントリーホール 尾高忠明 モーツァルト、F.X. ピアノ協奏曲 変ホ長調 作品25 小川京子(pf.)
サントリーホール定期演奏会
NHK交響楽団モーツァルト・シリーズ
～フランツ・クサヴァー・モーツァルト

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

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

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

尾高忠明 チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

尾高忠明 尾高尚忠 フルート小協奏曲 作品30 金昌国(fl.)

1991/11/08 NHKホール
#1154
C

尾高忠明 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

1991/11/14 NHKホール
#1155
A

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

合唱指導：三澤洋史

1991/11/20 NHKホール
#1156
B

尾高忠明 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26 諏訪内晶子(vln.)

1991/11/20 NHKホール
#1156
B

尾高忠明 エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

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



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

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

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

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

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

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

1995/05/07 サントリーホール 尾高忠明 菅野由弘 崩壊の神話

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

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

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

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

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

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

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

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

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

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

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

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

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

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

2002/07/18
すみだトリフォニー
ホール

尾高忠明 細川俊夫 ハープ協奏曲 「回帰」 吉野直子(hrp.)

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

2004/02/04 サントリーホール
#1508
B

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

2004/02/04 サントリーホール
#1508
B

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

2007/06/02 NHKホール
#1595
A

尾高忠明 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 (ハース版)

2008/05/10 NHKホール
#1619
A

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

2008/05/10 NHKホール
#1619
A

尾高忠明 パヌフニク カティンの墓碑銘 (1967)

2008/05/10 NHKホール
#1619
A

尾高忠明 ルトスワフスキ オーケストラのための協奏曲

2008/05/16 NHKホール
#1620
C

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

2008/05/16 NHKホール
#1620
C

尾高忠明 エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2009/05/15 NHKホール
#1647
C

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

2009/05/15 NHKホール
#1647
C

尾高忠明 エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

2009/05/20 サントリーホール
#1648
B

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

2009/05/20 サントリーホール
#1648
B

尾高忠明 ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

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

2010/05/08 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)

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)

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

2012/05/12 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

2012/09/01 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～

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


