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日本のプロフェッショナル・
オーケストラ年鑑 2017

文化庁委託事業
「平成29年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

正会員 
1 札幌交響楽団
1 仙台フィルハーモニー管弦楽団
2 山形交響楽団
2 群馬交響楽団
3 NHK 交響楽団
4 新日本フィルハーモニー交響楽団
5 東京交響楽団
6 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
6 東京都交響楽団
8 東京ニューシティ管弦楽団
8 東京フィルハーモニー交響楽団
9 日本フィルハーモニー交響楽団

10 読売日本交響楽団
10 神奈川フィルハーモニー管弦楽団
11 オーケストラ・アンサンブル金沢
12 セントラル愛知交響楽団
12 名古屋フィルハーモニー交響楽団
13 京都市交響楽団
14 大阪交響楽団
14 大阪フィルハーモニー交響楽団
15 関西フィルハーモニー管弦楽団
15 日本センチュリー交響楽団
16 兵庫芸術文化センター管弦楽団
16 広島交響楽団
17 九州交響楽団

準会員 
18 千葉交響楽団
18 藝大フィルハーモニア管弦楽団
18 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
18 静岡交響楽団
19 中部フィルハーモニー交響楽団
19 京都フィルハーモニー室内合奏団
19 テレマン室内オーケストラ
20 奈良フィルハーモニー管弦楽団
20 岡山フィルハーモニック管弦楽団
20 瀬戸フィルハーモニー交響楽団

2016年度 定期公演記録
（2016年4月1日〜2017年3月31日）
オーケストラ創立以来通し番号を付している定期公演
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札幌交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/8
2016/4/9

第588回 
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ドミトリー・キタエンコ チェロ：

イェンス＝ペーター・マインツ

プロコフィエフ 古典交響曲　ニ長調　op.25

チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲　イ長調　op.33　
（原典版）

ラフマニノフ 交響曲　第2番　ホ短調　op.27

2016/5/13
2016/5/14

第589回 
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール マックス・ポンマー ソプラノ：市原愛

合唱：札幌合唱団

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ドビュッシー 夜想曲
マーラー 交響曲　第4番　ト長調

2016/6/10
2016/6/11

第590回 
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 広上淳一 ヴァイオリン：

ボリス・ベルキン
シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47
ショスタコーヴィチ 交響曲　第8番　ハ短調　op.65

2016/7/1
2016/7/2

第591回 
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 尾高忠明 ピアノ：清水和音

尾高惇忠 ピアノ協奏曲（2016年）
シューベルト 交響曲　第8（9）番　ハ長調　D.944　「ザ・グレイト」

2016/8/26
2016/8/27

第592回 
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ハンス・グラーフ

デュティーユ 交響曲　第2番　「ル・ドゥーブル」
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2016/9/16
2016/9/17

第593回 
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール マックス・ポンマー

オルガン：室住素子
ソプラノ：秦茂子
メゾソプラノ：竹本節子
テノール：清水徹太郎
バリトン：三原剛
合唱：札響合唱団

レーガー モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ op.132

レーガー 序奏とパッサカリア ニ短調（オルガン独奏曲）

モーツァルト レクイエム　ニ短調　Ｋ.626 （ジュスマイヤー版）

2016/10/14
2016/10/15

第594回 
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ラドミル・エリシュカ

スメタナ 交響詩「ワレンシュタインの陣営」　op.14
ドヴォルザーク スケルツォ・カプリチオーソ　op.66
チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64

2016/11/25
2016/11/26

第595回 
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 飯守泰次郎 ピアノ：

ニコライ・ホジャイノフ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第5番　変ホ長調　op.73「皇帝」

ワーグナー

楽劇「ニーベルングの指環」から
ワレハラ城への入場、ワルキューレの騎行、
魔の炎の音楽、森のささやき、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

2017/1/27
2017/1/28

第596回 
定期演奏会

札幌コンサートホール 
Kitara大ホール マックス・ポンマー フルート：髙橋聖純

チェンバロ：辰巳美納子 J.S.バッハ

管弦楽組曲
　第3番　ニ長調　BWV1068
　第2番　ロ短調　BWV1067
　第1番　ハ長調　BWV1066
　第4番　ニ長調　BWV1069

2017/3/10
2017/3/11

第597回 
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ラドミル・エリシュカ

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」　op.26
シューベルト 交響曲　第5番　変ロ長調　D.485
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

仙台フィルハーモニー管弦楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/15
2016/4/16

第300回 
定期演奏会

日立システムズホール
仙台・コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
パスカル・ヴェロ

俳優（レリオ）：渡部ギュウ
テノール：ジル・ラゴン
バリトン：宮本益光
合唱：仙台フィル第300回 
定期記念合唱団

ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

ベルリオーズ 叙情的モノドラマ
「レリオ、または生への回帰」op.14b

2016/5/13
2016/5/14

第301回 
定期演奏会

日立システムズホール
仙台・コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
ヨルダン・カムツァロフ チェロ：堤剛

モーツァルト 交響曲　第31番　ニ長調　K.297「パリ」
チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲　イ長調　op.33
チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op.36

2016/7/15
2016/7/16

第302回 
定期演奏会

日立システムズホール
仙台・コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
下野竜也 トランペット：

フロリアン・ピヒラー

ボッケリーニ=ベリオ マドリッドの夜の帰営ラッパ

ハイドン
交響曲　第8番　ト長調　Hob.Ⅰ-8　「夕」
トランペット協奏曲　変ホ長調　Hob.Vlle-1

エルガー 変奏曲「エニグマ」　op.36

2016/9/10 第303回 
定期演奏会 イズミティ21・大ホール 小泉和裕 ピアノ：若林顕

ブラームス ピアノ協奏曲　第2番　変ロ長調　op.83
ニールセン 交響曲　第4番　op.29「不滅」

2016/10/29 第304回 
定期演奏会 イズミティ21・大ホール 山田和樹 ソプラノ：林正子

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルテ」から前奏曲と愛の死
R.シュトラウス 4つの最後の歌
ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2016/11/19 第305回 
定期演奏会 イズミティ21・大ホール パスカル・ヴェロ ヴァイオリン：成田達輝

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
ショスタコーヴィチ 交響曲　第10番　ホ短調　op.93

2017/1/21 第306回 
定期演奏会 イズミティ21・大ホール ユベール・スダーン

ヴァイオリン：郷古廉
チェロ：岡本侑也
ピアノ：津田裕也

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲　op.77

ベートーヴェン ヴァイオリン、チェロ、ピアノと管弦楽のための
三重協奏曲　ハ長調　op.56

ブラームス 交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2017/2/11 第307回 
定期演奏会 イズミティ21・大ホール パスカル・ヴェロ チューバ：ピーター・リンク

コープランド 野外序曲
J.スティーブンス テューバ協奏曲　「Journey」（日本初演）
コープランド 「ロデオ」より４つのダンス・エピソード
ガーシュイン パリのアメリカ人

正  会  員 
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2017/3/18 第308回 
定期演奏会 イズミティ21・大ホール アンドレア・

バッティストーニ

ロッシーニ
歌劇「ウィリアム・テル」序曲
歌劇「どろぼうかささぎ」序曲

ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
プッチーニ 交響的前奏曲
ムソルグスキー＝
ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

山形交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/5/14
2016/5/15

第252回 
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 フルート：

ワルター・アウアー

西村朗 ベートーヴェンの8つの交響曲による小交響曲

モーツァルト
フルート協奏曲　第1番　ト長調　K.313
フルート協奏曲　第2番　ニ長調　K.314

ベートーヴェン 交響曲　第5番　ハ短調　op.67「運命」

2016/6/4
2016/6/5

第253回 
定期演奏会 山形テルサホール 鈴木秀美 チェロ：鈴木秀美

メンデルスゾーン シンフォニア　第3番　ホ短調　MWV N3
ハイドン チェロ協奏曲　第2番　ニ長調　Hob.Ⅶb-2
ベートーヴェン 交響曲　第7番　イ長調　op.92

2016/7/16
2016/7/17

第254回 
定期演奏会 山形テルサホール 田中祐子 ピアノ：伊藤 恵

池辺晋一郎 小交響曲
シューマン ピアノ協奏曲　イ短調　op.54
ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2016/9/3
2016/9/4

第255回 
定期演奏会 山形テルサホール マックス・ポンマー クラリネット：川上一道

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」　op.26
ヒンデミット クラリネット協奏曲　
ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」

2016/10/15
2016/10/16

第256回 
定期演奏会 山形テルサホール ラデク・バボラーク ホルン：

ラデク・バボラーク

モーツァルト ホルン協奏曲　第3番　変ホ長調　K.447
ナアマ・タミール スプリング・イリュージョンズ（日本初演）
メンデルスゾーン＝
Ｐ.アンゲラー 無言歌集

ベートーヴェン 交響曲　第4番　変ロ長調　op.60

2016/11/19
2016/11/20

第257回 
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 サクソフォン：須川展也

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲　op.72b
本多俊之 コンチェルト・デュ・ヴァン「風のコンチェルト」
イベール 室内小協奏曲
ベートーヴェン 交響曲　第2番　ニ長調　op.36

2017/2/4
2017/2/5

第258回 
定期演奏会 山形テルサホール ライナー・ホーネック ヴァイオリン：

ライナー・ホーネック
モーツァルト

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲　K.527
セレナード　第6番　ニ長調　Ｋ.239「セレナー
タ・ノットゥルナ」
ヴァイオリン協奏曲　第5番　イ長調　K.219　

「トルコ風」
ベートーヴェン 交響曲　第8番　ヘ長調　op.93

2017/3/25
2017/3/26

第259回 
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親

ピアノ：田部京子
ソプラノ：鷲尾麻衣
合唱：山響アマデウスコア

ベートーヴェン 交響曲　第1番　ハ長調　op.21
モーツァルト ピアノ協奏曲　第25番　ハ長調　K.503
ジョン・ラター マニフィカト（管弦楽版）

群馬交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/16 第517回 
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ヴァイオリン：前橋汀子

ピアノ：長尾洋史

渡辺浦人 交響組曲　「野人」
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲　ホ短調　op.64
ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

2016/5/21 第518回 
定期演奏会 群馬音楽センター 井上道義 ヴァイオリン：佐藤久成

ハイドン ヴァイオリン協奏曲　ハ長調　Hob.VIIaー1
ショスタコーヴィチ 交響曲　第10番　ホ短調　op.93

2016/6/11 第5１９回 
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ヴァイオリン：神尾真由子

シベリウス 交響曲　第7番　ハ長調　op.105
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35

ルーセル バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」op.43　
第2組曲

2016/7/23 第520回 
定期演奏会 群馬音楽センター クリスティアン・

アルミンク ブルックナー 交響曲　第8番　ハ短調　（ハース版）

2016/9/18 第521回 
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ソプラノ：森麻季

バリトン：森雅史

ラヴェル クープランの墓
サン＝サーンス 交響曲　第3番　ハ短調　op.78 「オルガン付き」
フォーレ レクイエム　ニ短調　op.48

2016/10/29 第522回 
定期演奏会 群馬音楽センター 飯守泰次郎 チェロ：

タチアナ・ヴァシリエヴァ
ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　op.104
ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55 「英雄」

2016/11/26 第523回 
定期演奏会 群馬音楽センター ガエタノ・

デスピノーサ ピアノ：小山実稚恵
ヴェルディ 歌劇「ルイザ・ミラー」　序曲
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲　op.43
ショスタコーヴィチ 交響曲　第5番　ニ短調　op.47

2017/1/21 第524回 
定期演奏会 群馬音楽センター 秋山和慶 ピアノ：田部京子

モーツァルト ピアノ協奏曲　第20番　ニ短調　K.466
マーラー 交響曲　第5番　嬰ハ短調

2017/2/11 第525回 
定期演奏会 群馬音楽センター 下野竜也 ピアノ：清水和音 ドヴォルザーク

序曲「フス教徒」　op.67
ピアノ協奏曲　ト短調　op.33
交響曲　第6番　ニ長調　op.60

2017/3/18 第526回 
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ピアノ：萩原麻未

千住明 歌劇「滝の白糸」序曲
チャイコフスキー ピアノ協奏曲　第1番　変ロ短調　op.23
ラフマニノフ 交響曲　第2番　ホ短調　op.27
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NHK交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/16
2016/4/17

第1832回 
定期公演
Aプログラム

NHKホール レナード・
スラットキン ヴァイオリン：伊藤亮太郎★

J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ　第3番 ★

ホ長調　 BWV1006 から 前奏曲

J.S.バッハ カンタータ「神よ、あなたに感謝をささげます」　
BWV29 ― シンフォニア

J.S.バッハ＝ウッド 組曲　第6番から終曲
J.S.バッハ＝
バルビローリ

カンタータ「狩りだけが私の喜び」　BWV208 
「羊は安らかに草を食み」

J.S.バッハ＝
オーマンディ

カンタータ「心と口と行ないと命」　BWV147 
「主よ、人の望みの喜びよ」

J.S.バッハ＝
ストコフスキー トッカータとフーガ　ニ短調　BWV565

プロコフィエフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.100

2016/4/22
2016/4/23

第1833回 
定期公演
Cプログラム

NHKホール レナード・
スラットキン 語り：山口まゆ

ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」序曲
武満徹 系図―若い人たちのための音楽詩―（1992）
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2016/4/27
2016/4/28

第1834回 
定期公演
Bプログラム

サントリーホール レナード・
スラットキン ソプラノ：安井陽子 バーンスタイン

「キャンディード」序曲
「オン・ザ・タウン」―「3つのダンス・エピソード」
「ウェストサイド物語」―「シンフォニック・ダンス」

マーラー 交響曲　第4番　ト長調

2016/5/14
2016/5/15

第1835回 
定期公演
Aプログラム

NHKホール 尾高忠明 ピアノ：チック・コリア
：小曽根真

武満徹 波の盆（1983/1996年）

モーツァルト 2台のピアノのための協奏曲　変ホ長調　
K.365

エルガー 変奏曲「エニグマ」　op.36

2016/5/20
2016/5/21

第1836回 
定期公演
Cプログラム

NHKホール ネーメ・ヤルヴィ
カリンニコフ 交響曲　第1番　ト短調

ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」

2016/5/25
2016/5/26

第1837回 
定期公演
Bプログラム

サントリーホール ネーメ・ヤルヴィ
シューベルト 交響曲　第7（8）番　ロ短調　D.759「未完成」

プロコフィエフ 交響曲　第6番　変ホ短調　op.111

2016/6/11
2016/6/12

第1838回 
定期公演
Aプログラム

NHKホール ウラディーミル・
アシュケナージ

ピアノ：
ルステム・ハイルディノフ

バラキエフ＝リャプノーフ 東洋風の幻想曲「イスラメイ」
チャイコフスキー 協奏的幻想曲　ト長調　op.56
メンデルスゾーン 交響曲　第3番　イ短調　op.56「スコットランド」

2016/6/17
2016/6/18

第1839回 
定期公演
Cプログラム

NHKホール ウラディーミル・
アシュケナージ

オーボエ：
フランソワ・ルルー

R.シュトラウス 交響詩「ドン・フアン」　op.20
オーボエ協奏曲　ニ長調

ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

2016/6/22
2016/6/23

第1840回 
定期公演
Bプログラム

サントリーホール ウラディーミル・
アシュケナージ

シューマン 交響曲　第2番　ハ長調　op.61

エルガー 交響曲　第2番　変ホ長調　op.63

2016/9/14
2016/9/15

第1841回 
定期公演
Bプログラム

サントリーホール パーヴォ・ヤルヴィ

ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」（原典版「聖ヨハネ祭の
はげ山の一夜」）

武満徹 ア・ウェイ・ア・ローンⅡ （1981年）
ハウ・スロー・ザ・ウィンド（1991年）

ムソルグスキー＝リム
スキー・コルサコフ

歌劇「ホヴァンシチナ」から第4幕第2場への間
奏曲「ゴリツィン公の流刑」

ムソルグスキー＝
ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2016/9/24
2016/9/25

第1842回 
定期公演
Aプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ピアノ：ラルス・フォークト
モーツァルト ピアノ協奏曲　第27番　変ロ長調　K.595

ブルックナー 交響曲　第2番　ハ短調

2016/9/30
2016/10/1

第1843回 
定期公演
Cプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ピアノ：デニス・マツーエフ
プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第2番　ト短調　op.16

ラフマニノフ 交響曲　第3番　イ短調　 op.44

2016/10/15
2016/10/16

第1844回 
定期公演
Aプログラム

NHKホール アレクサンドル・
ヴェデルニコフ

ヴァイオリン：
ワディム・グルズマン

チャイコフスキー スラブ行進曲　op.31
グラズノフ ヴァイオリン協奏曲　イ短調　 op.82

ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」op.4
バレエ音楽「春の祭典」

2016/10/21
2016/10/22

第1845回 
定期公演
Cプログラム

NHKホール アレクサンドル・
ヴェデルニコフ

チェロ：
アレクサンドル・クニャーゼフ

ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　op.104

チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74 「悲愴」

2016/10/26
2016/10/27

第1846回 
定期公演
Bプログラム

サントリーホール トゥガン・ソヒエフ ピアノ：
エリーザベト・レオンスカヤ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第3番　ハ短調　op.37

ドヴォルザーク 交響曲　第9番　ホ短調　op.95「新世界から」

2016/11/9
2016/11/10

第1847回 
定期公演
Bプログラム

サントリーホール デーヴィッド・
ジンマン

クラリネット：
マルティン・フレスト
ソプラノ：
ヨアンナ・コショウスカ

モーツァルト クラリネット協奏曲　イ長調　K.622

グレツキ 交響曲　第3番　op.36 「悲歌のシンフォニー」

2016/11/19
2016/11/20

第1848回 
定期公演
Aプログラム

NHKホール デーヴィッド・
ジンマン

ピアノ：
レイフ・オヴェ・アンスネス シューマン

「マンフレッド」　序曲　op.115 
ピアノ協奏曲　イ短調　op.54
交響曲　第3番　変ホ長調　op.97　「ライン」

2016/11/25
2016/11/26

第1849回 
定期公演
Cプログラム

NHKホール 井上道義
ピアノ：
アレクセイ・ヴォロディン
トランペット：菊本和昭

ショスタコーヴィチ
ロシアとキルギスの民謡による序曲　op.115
ピアノ協奏曲　第1番　ハ短調　op.35
交響曲　第12番　二短調　op.112 「1917年」

2016/11/30
2016/12/1

第1850回 
定期公演
Bプログラム

サントリーホール シャルル・デュトワ
プロコフィエフ 組曲「3つのオレンジへの恋」op.33bis
ラヴェル バレエ音楽「マ・メール・ロア」
ベートーヴェン 交響曲　第5番　ハ短調　op.67「運命」

2016/12/9
2016/12/11

第1851回 
定期公演
Aプログラム

（創立90周年
記念）

NHKホール シャルル・デュトワ

カルメン：ケイト・アルドリッチ
ドン・ホセ：マルセロ・プエンテ
エスカミーリョ：
イルデブランド・ダルカンジェロ
ミカエラ：
シルヴィア・シュヴァルツ、他
合唱：新国立劇場合唱団、
児童合唱：
NHK東京児童合唱団

ビゼー 歌劇「カルメン」（演奏会形式）
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2016/12/16
2016/12/17

第1852回 
定期公演
Cプログラム

NHKホール シャルル・デュトワ
ヴァイオリン：
ヴァディム・レーピン
トランペット：菊本和昭★

ブリテン 歌劇「ピーター・グライムズ」から4つの海の間
奏曲　op.33a

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　ニ長調　op.19
ラヴェル チガーヌ
オネゲル 交響曲　第2番 ★

ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2017/1/13
2017/1/14

第1853回 
定期公演
Cプログラム

NHKホール ファンホ・メナ ギター：カニサレス

ファリャ 歌劇「はかない人生」から間奏曲とスペイン舞曲
ロドリーゴ アランフェス協奏曲
ドビュッシー 「映像」―「イベリア」
ファリャ バレエ組曲「三角帽子」第1部、第2部

2017/1/18
2017/1/19

第1854回 
定期公演
Bプログラム

サントリーホール ヘスス・ロペス・
コボス

ヴァイオリン：
アルベナ・ダナイローヴァ レスピーギ

グレゴリオ風の協奏曲
交響的印象「教会のステンドグラス」
交響詩「ローマの祭り」

2017/1/28
2017/1/29

第1855回 
定期公演
Aプログラム

NHKホール 下野竜也 ヴァイオリン：
クリストフ・バラーティ

マルティヌー リディツェへの追悼（1943年）
フサ プラハ1968年のための音楽 （管弦楽版1969年）
ブラームス ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.77

2017/2/11
2017/2/12

第1856回 
定期公演
Aプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ アコーディオン：
クセニア・シドロヴァ

ペルト シルエット―ギュスターヴ・エッフェルへのオマージュ
（2009年）（日本初演）

トゥール アコーディオンと管弦楽のための「プロフェシー」
（2007年）（日本初演）

シベリウス 交響曲　第2番　ニ長調　op.43

2017/2/17
2017/2/18

第1857回 
定期公演
Cプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ヴァイオリン：諏訪内晶子
シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47

ショスタコーヴィチ 交響曲　第10番　ホ短調　op.93

新日本フィルハーモニー交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/22
2016/4/23

第557回 
定期演奏会
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだ
トリフォニーホール 準･メルクル

プーランク バレエ組曲「牝鹿」
フォーレ パヴァーヌ　op.50
ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」　（全曲）

2016/4/29
第558回 
定期演奏会
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール 準･メルクル ヴァイオリン：豊嶋泰嗣
ハープ：平野花子

ドビュッシー 民謡の主題によるスコットランド行進曲
ブルッフ スコットランド幻想曲　op.46
メンデルスゾーン 交響曲　第3番　イ短調　op.56「スコットランド｣

2016/5/27
2016/5/28

第559回 
定期演奏会
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだ
トリフォニーホール 下野竜也 ピアノ：トーマス･ヘル

合唱：東京藝術大学合唱団

三善晃 管弦楽のための協奏曲
矢代秋雄 ピアノ協奏曲
黛敏郎 涅槃交響曲

2016/7/1
2016/7/2

第560回 
定期演奏会
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだ
トリフォニーホール

ダニエル･
ハーディング

ソプラノ:エミリー･マギー、
ユリアーネ･バンゼ、市原 愛
メゾ・ソプラノ:加納悦子、
中島郁子
テノール:サイモン･オニール
バリトン:マイケル･ナギー
バス:シェン･ヤン
合唱：栗友会合唱団
児童合唱：
東京少年少女合唱隊

マーラー 交響曲　第8番　変ホ長調「千人の交響曲」

2016/7/4
第560回 
定期演奏会
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール ダニエル･
ハーディング

ソプラノ:エミリー･マギー、
ユリアーネ･バンゼ、市原 愛
メゾ・ソプラノ:加納悦子、
中島郁子
テノール:サイモン･オニール
バリトン:マイケル･ナギー
バス:シェン･ヤン
合唱：栗友会合唱団
児童合唱：
東京少年少女合唱隊

マーラー 交響曲　第8番　変ホ長調「千人の交響曲」

2016/9/9

第561回 
定期演奏会
ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール 上岡敏之 R.シュトラウス
交響詩　｢ツァラトゥストラはかく語りき」　op.30

交響詩「英雄の生涯」　op.40

2016/9/16
2016/9/17

第562回 
定期演奏会
トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだ
トリフォニーホール 上岡敏之 ピアノ：

アンヌ･ケッフェレック

モーツァルト
交響曲　第33番　変ロ長調　 K.319
ピアノ協奏曲　第27番　変ロ長調　K.595

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　op.25
（管弦楽版）

2016/10/21
2016/10/22

第563回 
定期演奏会
トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだ
トリフォニーホール

ハルトムート･
ヘンヒェン

ソプラノ：松田奈緒美
アルト：池田香織
テノール：松原友
バス：久保和範
合唱：栗友会合唱団

ドヴォルザーク スターバト･マーテル　op.58

2016/10/29

第564回 
定期演奏会
ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール ハルトムート･
ヘンヒェン

ベートーヴェン 交響曲　第4番　変ロ長調　op.60

シューマン 交響曲　第4番　ニ短調　op.120 
（1851年改訂版）

2016/11/14

第565回 
定期演奏会
ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール ワシリー･
シナイスキー

ショスタコーヴィチ 交響曲　第9番　変ホ長調　op.70

チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64
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2016/11/18
2016/11/19

第566回 
定期演奏会
トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだ
トリフォニーホール

ガエタノ･
デスピノーサ

チェロ：
マット･ハイモヴィッツ

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム･テル」序曲

ショスタコーヴィチ
チェロ協奏曲　第1番　変ホ長調　op.107

交響曲　第15番　イ長調　op.141

2016/12/6

第567回 
定期演奏会
ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール 上岡敏之

ストラヴィンスキー バレエ音楽 ｢プルチネッラ｣ 組曲

チャイコフスキー バレエ組曲 ｢くるみ割り人形｣　op.71a

プロコフィエフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.100

2017/1/26

第568回 
定期演奏会
ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール 井上道義

歌：大竹しのぶ　＋
ピアノ：木村かをり　キ
ヴァイオリン：崔 文洙　＊
クラリネット：重松 希巳江　＊
チェロ：富岡 廉太郎　＊

武満徹

シャンソン「聞かせてよ愛の言葉を」（蓄音機での再生）
死んだ男の残したものは　＋
2つのレント（抜粋）　キ

「リタニ～マイケル・ヴァイナーの追憶に～」　キ
弦楽のためのレクイエム
グリーン
カトレーン　（管弦楽版）　キ　＊
鳥は星形の庭に降りる
訓練と休息の音楽「ホゼー・トレス」から

（3つの映画音楽）
ワルツ「他人の顔」から（3つの映画音楽）

2017/2/24
2017/2/25

第569回 
定期演奏会
トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだ
トリフォニーホール アントニ･ヴィット ピアノ：

クシシュトフ･ヤブウォンスキ

モニューシュコ 歌劇 ｢パリア｣　序曲

ショパン ピアノ協奏曲　第1番　ホ短調　op.11

シマノフスキ 交響曲　第2番　変ロ長調　op.19

2017/3/17
2017/3/18

第570回 
定期演奏会
トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだ
トリフォニーホール 上岡敏之 ファゴット：河村幹子

ベートーヴェン 交響曲　第1番　ハ長調　op.21

モーツァルト ファゴット協奏曲　変ロ長調　K.191

シューマン 交響曲　第2番　ハ長調　op.61

2017/3/25

第571回 
定期演奏会
ジェイド<サント
リーホール･シ
リーズ>

オーチャードホール
※サントリーホール
改修工事のため

アッシャー･
フィッシュ

ヴァイオリン：
サラ･チャン

ベートーヴェン バレエ音楽 ｢プロメテウスの創造物｣　序曲　op.43
シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47

リスト
交響詩「レ･プレリュード」
交響詩「マゼッパ」

東京交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/24 第639回 
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット

ソプラノ：チェン・レイス
バス・バリトン＆語り：
クレシミル・ストラジャナッツ
混声合唱：東響コーラス

シェーンベルク 語り手、男声合唱と管弦楽のための
「ワルシャワの生き残り」　op.46

ベルク 「ルル」組曲
ブラームス ドイツ・レクイエム　op.45

2016/5/28 第640回 
定期演奏会 サントリーホール クシシュトフ・

ウルバンスキ
ピアノ：
アレクサンダー・ロマノフスキー

プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第3番　ハ長調　op.26
チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op.36

2016/6/26 第641回 
定期演奏会 サントリーホール ダニエーレ・

ルスティオーニ
ヴァイオリン：
フランチェスカ・デゴ

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」　序曲
ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲　第1番　イ短調　op.77
チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」

2016/7/16 第642回 
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット ブルックナー 交響曲　第8番　ハ短調　（ノヴァーク版第2稿）

2016/8/4 第643回 
定期演奏会 サントリーホール 飯森範親 ピアノ：オルガ・シェップス

ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.18
ポポーフ 交響曲　第1番　op.7　（日本初演）

2016/9/24 第644回 
定期演奏会 サントリーホール ユベール・スダーン

ファウスト（テノール）：
マイケル・スパイアーズ
メフィストフェレス（バス）：
ミハイル・ペトレンコ
ブランデル（バス・バリトン）：
北川辰彦
マルグリート（メゾ・ソプラノ）：
ソフィー・コッシュ
合唱：東響コーラス、児童
合唱：東京少年少女合唱隊

ベルリオーズ 劇的物語「ファウストの劫罰」　op.24

2016/10/15 第645回 
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット ヴァイオリン：

イザベル・ファウスト
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.61
ショスタコーヴィチ 交響曲　第10番　ホ短調　op.93

2016/11/5 第646回 
定期演奏会 サントリーホール シモーネ・ヤング チェロ：

アリサ・ワイラースタイン
ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　op.104
ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2016/12/3 第647回 
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット チェロ：

ヨハネス・モーザー

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から第１幕への前奏曲
デュティーユ チェロ協奏曲「遙かなる遠い国へ」
シューマン 交響曲　第2番　ハ長調　op.61

2017/1/14 第648回 
定期演奏会 サントリーホール 秋山和慶 ピアノ：小菅優

メシアン 交響的瞑想「忘れられた捧げ物」
矢代秋雄 ピアノ協奏曲
F.シュミット バレエ音楽「サロメの悲劇」　op.50



定
期
公
演
記
録

6Japanese professional orchestras yearbook 2017

東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/5/14 第297回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 高関健 メゾ・ソプラノ：小山由美

テノール：小原啓楼
シベリウス 交響曲　第7番　ハ長調　op.105
マーラー 大地の歌

2016/6/9 第298回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール イジー・シュトルンツ ヴァイオリン：三浦 文彰

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」　序曲
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
ドヴォルザーク 交響曲　第7番　ニ短調　op.70

2016/7/5 第299回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 飯守泰次郎

ソプラノ：安井陽子
メゾ・ソプラノ:増田弥生
テノール：福井敬
バス：清水那由太
合唱：東京シティ・フィル・
コーア

ブルックナー
テ・デウム（ノヴァーク版）

交響曲　第9番　ニ短調　（ノヴァーク版）

2016/9/10 第300回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 高関健

ファウスト（テノール）：西村悟
メフィストフェレス（バス）：
福島明也
マルグリット（メゾ・ソプラノ）：
林美智子
ブランデル（バス）：北川辰彦
合唱：東京シティ・フィル・コーア
児童合唱：江東少年少女合唱団

ベルリオーズ 劇的物語「ファウストの劫罰」　op.24

2016/11/6 第301回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 下野竜也 ピアノ：菊池洋子

モーツァルト ピアノ協奏曲　第25番　ハ長調　K.503
ベルリオーズ 幻想交響曲　op,14

2016/12/10 第302回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 広上淳一 ヴィオラ：川本嘉子

ベルリオーズ 序曲「海賊」　op.21
プーランク バレエ組曲「牝鹿」

ベルリオーズ 「イタリアのハロルド」ヴィオラ独奏付きの交響曲
op.16

2017/1/13 第303回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 高関健 チェロ：宮田大

武満徹 オリオンとプレアデス
ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2017/2/18 第304回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 鈴木雅明

ウェーベルン パッサカリア　作品1
ベートーヴェン 交響曲　第4番　変ロ長調　op.60
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2017/3/18 第305回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 高関健 ピアノ：牛田智大

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第5番　変ホ長調　op.73「皇帝」
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　op.25
（管弦楽版）

東京都交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/7
第804回 
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール フランソワ＝
グザヴィエ・ロト

シューベルト＝
ウェーベルン 6つのドイツ舞曲　 D.820

R.シュトラウス メタモルフォーゼン（23の独奏楽器のための習作）
ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2016/4/12
第805回 
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 フランソワ＝
グザヴィエ・ロト ストラヴィンスキー

バレエ音楽「ペトルーシュカ」　（1911年版）

バレエ音楽「火の鳥」　（1910年全曲版）

2016/4/30
第806回 
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 小泉和裕 ピアノ：
ミシェル・ダルベルト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第4番　ト長調　op.58
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2016/5/18
第807回 
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール クリスチャン・
ヤルヴィ

ペルト
フラトレス（弦楽オーケストラと
パーカッションのための）（1977/1991年）
交響曲　第3番（1971年）

ライヒ
デュエット（2つの独奏ヴァイオリンと
弦楽オーケストラのための） （1993年）
フォー・セクションズ（1987年）

2016/5/30
第808回 
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 秋山和慶 ピアノ：
エリック・ル・サージュ 

ヒンデミット 金管と弦楽のための協奏音楽　op.50
モーツァルト ピアノ協奏曲　第24番　ハ短調　 K.491
R.シュトラウス 歌劇「ばらの騎士」組曲

2016/6/8
第809回 
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 大野和士 テノール：
イアン・ボストリッジ

ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から
4つの海の間奏曲　op.33a
イリュミナシオン　op.18

ドビュッシー 「夜想曲」から雲、祭
スクリャービン 交響曲　第4番　op.54　「法悦の詩」

2016/6/9
第810回 
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 大野和士 テノール：
イアン・ボストリッジ

ブリテン
歌劇「ピーター・グライムズ」から
4つの海の間奏曲　op.33a
イリュミナシオン　op.18

ドビュッシー 「夜想曲」から雲、祭
スクリャービン 交響曲　第4番　op.54　「法悦の詩」

2016/6/15
第811回 
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 大野和士 ピアノ：小山実稚恵

モーツァルト 歌劇「後宮からの誘拐」序曲　K.384

サン＝サーンス ピアノ協奏曲　第5番　ヘ長調　op.103　
「エジプト風」

リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」　op.35

2016/7/25
第812回 
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール アラン・ギルバート
モーツァルト 交響曲　第25番　ト短調　K.183

マーラー 交響曲　第5番　嬰ハ短調
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2016/9/10
第813回 
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 エリアフ・インバル チェロ：
ターニャ・テツラフ 

エルガー チェロ協奏曲　ホ短調　op.85

シューベルト 交響曲　第8（9）番　ハ長調　D.944　
「ザ・グレート」

2016/9/15
第814回 
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 エリアフ・インバル ピアノ：
アンナ・ヴィニツカヤ 

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」　序曲
プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第2番　ト短調　op.16
バルトーク 管弦楽のための協奏曲　Sz.116

2016/9/20
第815回 
定期演奏会
Bシリーズ　

サントリーホール エリアフ・インバル ヴァイオリン：
オーギュスタン・デュメイ 

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲　第3番　ト長調　K.216

ショスタコーヴィチ 交響曲　第8番　ハ短調　op.65

2016/10/15
第816回 
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 下野竜也 ヴィオラ：鈴木学
ペンデレッキ 「ポーランド・レクイエム」からシャコンヌ

（1984/93/2005年）
武満徹 ア・ストリング・アラウンド・オータム　（1989年）
チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64

2016/11/19
第817回 
定期演奏会
Ｂシリーズ

サントリーホール 大野和士 ヴァイオリン：庄司紗矢香 
フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」　op.80
デュティユー ヴァイオリン協奏曲「夢の樹」（1983-1985年）
シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」　op.5

2016/11/27
第818回 
定期演奏会
Ｃシリーズ

東京芸術劇場 大野和士
ピアノ：
ピエール＝ロラン・エマール
ソプラノ：天羽明惠 

ベルグ アルテンベルク歌曲集　op.4
ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲　ニ長調
マーラー 交響曲　第4番　ト長調

2016/11/28
第819回 
定期演奏会
Ａシリーズ

東京文化会館 大野和士
ピアノ：
ピエール＝ロラン・エマール
ソプラノ：天羽明惠 

ベルグ アルテンベルク歌曲集　op.4
ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲　ニ長調
マーラー 交響曲　第4番　ト長調

2016/12/13
第820回 
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 ヤクブ・フルシャ ヴァイオリン：
ヨゼフ・シュパチェク

ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲　イ短調　 op.53

マーラー 交響曲　第1番　ニ長調 「巨人」

2016/12/14
第821回 
定期演奏会
Ｂシリーズ

サントリーホール ヤクブ・フルシャ ヴァイオリン：
ヨゼフ・シュパチェク

ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲　イ短調　 op.53

マーラー 交響曲　第1番　ニ長調 「巨人」

2016/12/19
第822回 
定期演奏会
Ａシリーズ

東京文化会館 ヤクブ・フルシャ
マルティヌー 交響曲　第5番

ショスタコーヴィチ 交響曲　第10番　ホ短調　op.93

2017/1/10
第823回 
定期演奏会
Ｂシリーズ

サントリーホール 小泉和裕 ブルックナー 交響曲　第5番　変ロ長調　（ノヴァーク版）

2017/1/23
第824回 
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 小泉和裕

ヴァイオリン：
ヨシフ・イワノフ

ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」　序曲　op.81
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
グラズノフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.55

2017/2/26
第825回 
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 ダニエーレ・
ルスティオーニ

デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」
レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2017/3/9
第826回 
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 飯守泰次郎

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番　op.72b
ベートーヴェン 交響曲　第8番　ヘ長調　op.93

ワーグナー

歌劇「さまよえるオランダ人」　序曲
歌劇「ローエングリン」第1幕への前奏曲
楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
第1幕への前奏曲

2017/3/21
第827回 
定期演奏会
Ａシリーズ

東京文化会館 大野和士
ピアノ：
シュテファン・ヴラダー 

（ニコライ・ルガンスキーが
急病のため、出演者変更） 

ブラームス
ピアノ協奏曲　第1番　ニ短調　op.15

交響曲　第4番　ホ短調　op.98
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東京ニューシティ管弦楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/5/21 第105回 
定期演奏会 東京芸術劇場 フィリップ・

チジェフスキー
ピアノ：
アレクセイ・リュビーモフ

パーセル 歌劇「妖精の女王」と「アブデラザール」から抜粋
ハイドン ピアノ協奏曲　ニ長調　op.21,Hob.XVⅢ-11
ストラヴィンスキー ピアノと管楽器のための協奏曲
プロコフィエフ 古典交響曲　ニ長調　op.25

2016/7/2 第106回 
定期演奏会 東京芸術劇場 内藤彰 打楽器：岡部亮登

ムソルグスキー＝
R.コルサコフ 交響詩「はげ山の一夜」

ジョリヴェ 打楽器と管弦楽のための協奏曲
チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74　「悲愴」

2016/10/1 第107回 
定期演奏会 東京芸術劇場 ジャンルカ・

マルチアーノ
ピアノ：
アンドレイ・ググニン チャイコフスキー

歌劇「エウゲニーオネーギン」からポロネーズ
ピアノ協奏曲　第1番　変ロ短調　op.23
幻想的序曲「ハムレット」　op.67a
幻想的序曲「ロメオとジュリエット」

2016/11/1 第108回 
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール

グジェゴシュ・
ノヴァック

ピアノ：
クリスチャン・ツィメルマン

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」　op.9
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第4番　ト長調　op.58
ムソルグスキー＝
ゴルチャコフ 組曲「展覧会の絵」

2016/11/26 第109回 
定期演奏会 東京芸術劇場 秋山和慶 ピアノ：

ルーステム・サイトクーロフ ラフマニノフ
ピアノ協奏曲　第3番　ニ短調　op.30
交響曲　第3番　イ短調　op.44

2017/1/21 第100回 
定期演奏会 東京芸術劇場 ジャンルカ・

マルチアーノ
チェロ：
ヨナタン・ローズマン

エルガー 序曲「南国にて」　op.50
ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　op.104
エルガー 交響曲　第1番　変イ長調　op.55

2017/3/11 第111回 
定期演奏会 東京芸術劇場 内藤彰 モーツァルト

歌劇「魔笛」序曲　K.620
交響曲　第41番　ハ長調　K.551　「ジュピター」
レクイエム　ニ短調　K.626　（ジュスマイヤー版）

東京フィルハーモニー交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/24
第878回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール ミハイル・
プレトニョフ

ソールヴェイ（ソプラノ）：
ベリト・ゾルセット
ペール・ギュント（バリトン）：
大久保光哉
アニトラ（メゾ・ソプラノ）：
富岡明子
語り：石丸幹二
合唱：新国立劇場合唱団

グリーグ 劇音楽「ペール・ギュント」（全曲）

2016/4/25
第879回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール ミハイル・
プレトニョフ

ソールヴェイ（ソプラノ）：
ベリト・ゾルセット
ペール・ギュント（バリトン）：
大久保光哉
アニトラ（メゾ・ソプラノ）：
富岡明子
語り：石丸幹二
合唱：新国立劇場合唱団

グリーグ 劇音楽「ペール・ギュント」（全曲）

2016/5/15
第880回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール アンドレア・
バッティストーニ

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲
N.ロータ 組曲「道」
レスピーギ 交響的印象「教会のステンドグラス」

2016/5/16
第881回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール アンドレア・
バッティストーニ

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲
N.ロータ 組曲「道」
レスピーギ 交響的印象「教会のステンドグラス」

2016/7/22
第882回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール チョン・ミョンフン

蝶々夫人（ソプラノ）：
ヴィットリア・イエオ
ピンカートン（テノール）：
ヴィンチェンツォ・コスタンツォ
シャープレス（バリトン）：
甲斐栄次郎
スズキ（メゾ・ソプラノ）：
山下牧子
ゴロー（テノール）：糸賀修平、
ポンゾ（バス）：志村文彦
ヤマドリ（バリトン）：小林由樹
ケイト（メゾ・ソプラノ）：
谷原めぐみ
合唱：新国立劇場合唱団 他

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」（演奏会形式）

2016/7/24
第883回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール チョン・ミョンフン

蝶々夫人（ソプラノ）：
ヴィットリア・イエオ
ピンカートン（テノール）：
ヴィンチェンツォ・コスタンツォ
シャープレス（バリトン）：
甲斐栄次郎
スズキ（メゾ・ソプラノ）：
山下牧子
ゴロー（テノール）：糸賀修平、
ポンゾ（バス）：志村文彦
ヤマドリ（バリトン）：小林由樹
ケイト（メゾ・ソプラノ）：
谷原めぐみ
合唱：新国立劇場合唱団 他

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」（演奏会形式）
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2016/9/23
第884回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール チョン・ミョンフン ピアノ：チョ・ソンジン ベートーヴェン
ピアノ協奏曲　第5番　変ホ長調　op.73「皇帝」

交響曲　第6番　ヘ長調　op.68 「田園」

2016/9/25
第885回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール チョン・ミョンフン ベートーヴェン
交響曲　第6番　ヘ長調　op.68 「田園」

交響曲　第7番　イ長調　op.92

2016/10/16
第886回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール アンドレア・
バッティストーニ

イリス（ソプラノ）：ラケーレ・
スターニシ
チェーコ（バス）：妻屋 秀和
大阪（テノール）：
フランチェスコ・アニーレ
京都（バリトン）：町 英和
ディーア/芸者（ソプラノ）：
鷲尾 麻衣
行商人/くず拾い（テノール）：
伊達 英二
合唱：新国立劇場合唱団

マスカーニ 歌劇「イリス（あやめ）」（演奏会形式）

2016/10/20
第887回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール アンドレア・
バッティストーニ

イリス（ソプラノ）：ラケーレ・
スターニシ
チェーコ（バス）：妻屋　秀和
大阪（テノール）：フランチェ
スコ・アニーレ
京都（バリトン）：町　英和
ディーア/芸者（ソプラノ）：
鷲尾　麻衣
行商人/くず拾い（テノール）：
伊達　英二
合唱：新国立劇場合唱団

マスカーニ 歌劇「イリス（あやめ）」（演奏会形式）

2017/1/22
第888回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 佐渡裕 笙：宮田まゆみ
武満 徹 セレモニアル－An Autumn Ode－

笙とオーケストラのための
ブルックナー 交響曲　第9番　ニ短調　（ノヴァーク版）

2017/1/27
第889回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール 佐渡裕 笙：宮田まゆみ
武満 徹 セレモニアル－An Autumn Ode－

笙とオーケストラのための
ブルックナー 交響曲　第9番　ニ短調　（ノヴァーク版）

2017/2/26
第890回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール ミハイル・
プレトニョフ

チェロ：
アンドレイ・イオニーツァ

ストラヴィンスキー ロシア風スケルツォ　（シンフォニック版）

プロコフィエフ チェロ協奏曲　第2番　ホ短調　op.125　
「交響的協奏曲」

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1945年版）

2017/3/12
第891回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール アンドレア・
バッティストーニ Pf：松田華音

ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.18

チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」

日本フィルハーモニー交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/22
2016/4/23

第679回 
定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン ヴァイオリン：庄司紗矢香

女声合唱：東京音楽大学
ブリテン ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.15
ホルスト 組曲「惑星」　op.32

2016/5/20
2016/5/21

第680回 
定期演奏会 サントリーホール アレクサンドル・

ラザレフ
チャイコフスキー 組曲　第1番　ニ短調　op.43
ショスタコーヴィチ 交響曲　第6番　ロ短調　op.54

2016/6/10
2016/6/11

第681回 
定期演奏会 サントリーホール 小泉和裕

シューマン 「マンフレッド」　序曲　op.115

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲　op.56a
交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2016/7/8
2016/7/9

第682回 
定期演奏会 サントリーホール アレクサンドル・

ラザレフ
グラズノフ バレエ音楽「四季」　op.67
ショスタコーヴィチ 交響曲　第15番　イ長調　op.141

2016/9/2
2016/9/3

第683回 
定期演奏会 サントリーホール 山田和樹 メゾソプラノ：清水華澄

柴田南雄 コンソート・オブ・オーケストラ
R.シュトラウス 4つの最後の歌
エルガー 交響曲　第1番　変イ長調　op.55

2016/10/21
2016/10/22

第684回 
定期演奏会 サントリーホール 鈴木秀美

ハイドン 交響曲　第43番　変ホ長調　「マーキュリー」
ベートーヴェン 交響曲　第4番　変ロ長調　op.60
シューベルト 交響曲　第4番　ハ短調　D.417　「悲劇的」

2016/11/25
2016/11/26

第685回 
定期演奏会 サントリーホール アレクサンドル・

ラザレフ ヴァイオリン：郷古簾 ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲　第1番　イ短調　op.77
グラズノフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.55

2016/12/9
2016/12/10

第686回 
定期演奏会 サントリーホール 飯守泰次郎 ヴァイオリン：千葉清加

チェロ：辻本玲

湯浅譲二 始原への眼差Ⅲ （日本フィル2005年委嘱作）

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
op.102

シューマン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.97　「ライン」
2017/1/20
2017/1/21

第687回 
定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン ブルックナー 交響曲　第8番　ハ短調　（ノヴァーク版）

2017/3/3
2017/3/4

第688回 
定期演奏会 東京芸術劇場 小林研一郎 ピアノ：金子三勇士 チャイコフスキー ピアノ協奏曲　第1番　変ロ短調　op.23

交響曲「マンフレッド」　op.58
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神奈川フィルハーモニー管弦楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/9 第318回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎 ピアノ：田村響、佐藤卓史

コダーイ ガランタ舞曲
プーランク 2台のピアノのための協奏曲　ニ短調　FP.61
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2016/5/21 第319回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 広上淳一 ドヴォルザーク

スラヴ舞曲　第1集　op.46
スラヴ舞曲　第2集　op.72

2016/7/28 第320回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 高関健 ヴァイオリン：石田泰尚

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
バーバー ヴァイオリン協奏曲　op.14
ショスタコーヴィチ 交響曲　第15番　イ長調　op.141

2016/8/27 第321回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 小泉和裕 ピアノ：若林顕

ブラームス ピアノ協奏曲　第1番　ニ短調　op.15
シューマン 交響曲　第4番　ニ短調　op.120

2016/9/17 第322回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール サッシャ・ゲッツェル ヴァイオリン：

ライナー・キュッヒル
ゴルトマルク ヴァイオリン協奏曲　第1番　イ短調　op.28
マーラー 交響曲　第5番　嬰ハ短調

2016/10/15 第323回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール オッコ・カム シベリウス

交響詩「フィンランディア」
交響曲　第7番　ハ長調　op.105
交響曲　第1番　ホ短調　op.39

2016/11/18 第324回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 秋山和慶 ヴァイオリン：加藤知子

武満徹 ３つの映画音楽
伊福部昭 ヴァイオリン協奏曲　第2番
チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op.36

2016/12/16 第325回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール パスカル・ヴェロ トランペット：アンドレ・アンリ

ミヨー バレエ音楽「世界の創造」　op.81
シェーヌ トランペット協奏曲　第１番
ミヨー バレエ音楽「屋根の上の牝牛」　op.58
ドビュッシー 交響詩「海」
ラヴェル バレエ音楽「ボレロ」

2017/1/21 第326回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎 フルート：上野星矢

J.S.バッハ＝エルガー 幻想曲とフーガハ短調　op.86
ハチャトゥリヤン フルート協奏曲　ニ短調
ラフマニノフ 交響曲　第3番　イ短調　op.44

2017/2/18 第327回 
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 飯守泰次郎 ベートーヴェン 交響曲　第8番　へ長調　op.93

シューベルト 交響曲　第8（9）番　ハ長調　D.944　「ザ・グレート」

読売日本交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/14 第557回 
定期演奏会 サントリーホール 下野竜也

テノール：
ロビン・トリッチュラー
合唱：二期会合唱団

池辺晋一郎 多年生のプレリュード
ベートーヴェン 交響曲　第2番　ニ長調　op.36
フィンジ 霊魂不滅の啓示　op.29

2016/5/24 第558回 
定期演奏会 サントリーホール キリル・カラビッツ フルート：

エマニュエル・パユ

プロコフィエフ 交響的絵画「夢」op.6
ハチャトゥリヤン フルート協奏曲　ニ短調
プロコフィエフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.100

2016/6/24 第559回 
定期演奏会 サントリーホール シルヴァン・

カンブルラン
チェロ：
ジャン＝ギアン・ケラス

ベルリオーズ 序曲「宗教裁判官」　op.3
デュティユー チェロ協奏曲「遥かなる遠い世界」
ブルックナー 交響曲　第3番　ニ短調　「ワーグナー」

2016/7/14 第560回 
定期演奏会 サントリーホール コルネリウス・

マイスター
ハイドン 交響曲　第6番　ニ長調　Hob.Ⅰ- 6　「朝」
マーラー 交響曲　第6番　イ短調　「悲劇的」

2016/8/23 第561回 
定期演奏会 サントリーホール セバスティアン・

ヴァイグレ
ソプラノ：
エルザ・ファン・デン・
ヘーヴァー

R.シュトラウス

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」　op.28
4つの最後の歌
家庭交響曲　op.53

2016/9/26 第562回 
定期演奏会 サントリーホール ゲンナジー・ロジェ

ストヴェンスキー
ピアノ：
ヴィクトリア・ポストニコワ ショスタコーヴィチ

バレエ組曲「黄金時代」　op.22a
ピアノ協奏曲　第1番　ハ短調　op.35
交響曲　第10番　ホ短調　op.93

2016/10/19 第563回 
定期演奏会 サントリーホール シルヴァン・

カンブルラン ヴァイオリン：五嶋みどり

シューベルト＝
ウェーベルン 6つのドイツ舞曲　D.820

コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
J.M.シュタウト ヴァイオリン協奏曲「オスカー」（日本初演）
デュティユー 交響曲　第2番　「ル・ドゥーブル」

2016/11/24 第564回 
定期演奏会 サントリーホール 小林研一郎 ピアノ：

イェルク・デームス
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第3番　ハ短調　op.37
ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2016/12/13 第565回 
定期演奏会 サントリーホール オレグ・カエターニ ピアノ：

イーヴォ・ポゴレリッチ

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」から
ペルシャの女奴隷たちの踊り

ボロディン 交響曲　第2番　ロ短調
ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.18

2017/1/31 第566回 
定期演奏会 サントリーホール シルヴァン・

カンブルラン メシアン 彼方の閃光
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オーケストラ・アンサンブル金沢

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/16 第375回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 尾高忠明 ピアノ：江口玲

パヌフニク カティンの森の墓碑銘
ルトスワフスキ 小組曲

ショパン アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ
変ホ長調　op.22

リスト
「ファウスト交響曲」からメフィストフェーレ
死の舞踏
交響詩「レ・プレリュード」

2016/5/21 第376回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

ジャン・
レイサム＝ケーニック ピアノ：若林顕

サティ＝ドビュッシー 2つのジムノペティ
シューマン ピアノ協奏曲　イ短調　op,54

メンデルスゾーン 劇付随音楽「真夏の夜の夢」から序曲、
スケルツォ、間奏曲、夜想曲、結婚行進曲

2016/6/2 第377回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 川瀬賢太郎 ヴァイオリン：

山根一仁

一柳慧 交響曲第10番（新作委嘱作品、世界初演）
ブルッフ スコットランド幻想曲　op.46
シューベルト＝ベリオ レンダリング

2016/7/16 第378回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義 ピアノ：北村朋幹

語り：門田宇

ショパン ポーランドの歌による幻想曲　イ長調　op.13
キラール オラヴァ（1988年）
ショパン ピアノ協奏曲　第2番　ヘ短調　op.21
メンデルスゾーン 交響曲　第3番　イ短調　op.56「スコットランド」

2016/7/23 第379回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール イェルク・ヴィトマン クラリネット：

イェルク・ヴィトマン

ウェーバー クラリネット小協奏曲　変ホ長調　op.26
イェルク・ヴィトマン セイレーンの島（1997年）
ロッシーニ クラリネットと管弦楽のための序奏、主題と変奏曲
イェルク・ヴィトマン 180ビート・パー・ミニッツ（1993年）
メンデルスゾーン 交響曲　第1番　ハ短調　op.11

2016/9/17 第380回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

ウラディーミル・
アシュケナージ

ピアノ：
ジェン＝エフラム・パウゼ

プロコフィエフ 古典交響曲　ニ長調　op.25
モーツァルト ピアノ協奏曲　第17番　ト長調　K.453　
武満徹 弦楽のためのレクイエム
シューベルト 交響曲　第5番　変ロ長調　D.485

2016/10/8 第381回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

オーギュスタン・
デュメイ

ヴァイオリン：
オーギュスタン・デュメイ

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲　第3番　ト長調　K.216
スーク 弦楽のためのセレナード　変ホ長調　op.6
ベートーヴェン 交響曲　第4番　変ロ長調　op.60

2016/10/21 第382回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール オリバー・ナッセン ソプラノ：クレア・ブース

スクリャービン＝
ナッセン スクリャービン・セッティング

オリバー・ナッセン レクイエム「スーのための歌」（2006年）
武満徹 トゥリー・ライン（1988年）
ブラームス セレナード　第1番　ニ長調　op.11

2016/11/5 第383回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義 ピアノ：

イェルク・デームス

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第3番　ハ短調　op.37

ビゼー 小組曲「子供の遊び」
「アルルの女」第1組曲、第2組曲

2016/12/3 第384回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

ギュンター・
ピヒラー ピアノ：菊池洋子

ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
モーツァルト ピアノ協奏曲　第26番　ニ長調　K.537「戴冠式」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
モーツァルト 交響曲　第36番　ハ長調　K.425「リンツ」

2017/1/8 第385回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール エンリコ・オノフリ

ヴァイオリン：
エンリコ・オノフリ
ソプラノ：森麻季

ヴェルディ セレナータ「祝されたセーナ」よりシンフォニア
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲　ト長調　op.3-3

ヘンデル 歌劇「時そして覚醒の勝利」より
王宮の花火の音楽　HWV351

モーツァルト モテット「踊れ、喜べ、幸いなる魂よ」　K.165
ヘンデル 歌劇「ルナルド」から私を泣かせて下さい
モーツァルト 交響曲　第35番　ニ長調　K.385　「ハフナー」

2017/2/19 第386回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール マルク・ミンコフスキ

デヴィット・ポーティロ（テノール）、
セレーナ・マルフィ（ソプラノ）、
カルロ・レポーレ（バス）、
アンジェイ・フィロンチク（バリトン）
後藤春馬（バス・バリトン）、
小泉詠子（メゾ・ソプラノ）
駒田敏章（バリトン）、山本悠尋

（バリトン）、
濵野杜輝（バリトン）
合唱：金沢ロッシーニ特別合唱団
演出：イヴァン・アレクサンダー

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」（演奏会形式）

2017/3/11 第387回 
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義

ヴィオラ：ダニイル・グリシン
ソプラノ：森麻季
アルト：福原寿美枝
テノール：笛田博昭
バス：ジョン・ハオ
合唱：オーケストラ・
アンサンブル金沢合唱団

バルトーク ヴィオラ協奏曲

モーツァルト レクイエム　ニ短調　K.626　（バイヤー版）
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セントラル愛知交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/5/13 第147回 
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 角田鋼亮 ピアノ：吉武優 ショパン ピアノ協奏曲　第1番　ホ短調　op.11

R.シュトラウス 交響曲　第2番　ヘ短調　op.12

2016/6/10 第148回 
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール

レオシュ・
スワロフスキー フルート：磯貝俊幸

スーク 幻想的スケルツォ　op.25
モーツァルト フルート協奏曲　第2番　ニ長調　K.314
ドヴォルザーク 交響曲　第7番　ニ短調　op.70

2016/7/15 第149回 
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 小松長生 メンデルスゾーン

劇付随音楽「真夏の夜の夢」から
序曲、スケルツォ、間奏曲、夜想曲、
道化師たちの踊り、結婚行進曲

ブラームス 交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2016/9/30 第150回 
定期演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

レオシュ・
スワロフスキー

ソプラノ：エヴァ・ホルニャコヴァ
メゾ・ソプラノ：カルラ・
ビトゥナーロヴァー
テノール：オトカル・クライン
バス：ヨゼフ・ベンツィ
合唱：名古屋芸術大学
スターバト・マーテル合唱団

ドヴォルザーク スターバト･マーテル　op.58

2016/11/25 第151回 
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 曽我大介 ピアノ：若林顕 シューマン

「マンフレッド」　序曲　op.115
ピアノ協奏曲　イ短調　op.54
交響曲　第3番　変ホ長調　op.97　「ライン」

2017/1/21 第152回 
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 松井慶太 ヴァイオリン：松岡井菜

プロコフィエフ 古典交響曲　ニ長調　op.25
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　ト短調　op.26
ベートーヴェン 交響曲　第1番　ハ長調　op.21

2017/3/10 第153回 
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール

レオシュ・
スワロフスキー ピアノ：山本貴志

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」　op.26
ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.18
ベートーヴェン 交響曲　第5番　ハ短調　op.67「運命」

名古屋フィルハーモニー交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/15
2016/4/16

第434回 
定期演奏会
＜創立50周年
シリーズ 小泉和
裕音楽監督就
任披露公演＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 小泉和裕

ベートーヴェン 交響曲　第4番　変ロ長調　op.60

R.シュトラウス 家庭交響曲　op.53

2016/5/20
2016/5/21

第435回
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ　
ソヴィエト連邦
の遺産＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール ドミトリー・リス ヴィオラ：

アンドレア・ブルガー

ショスタコーヴィチ バレエ組曲「黄金時代」　op.22a　より　序奏、
ポルカ、踊り

シュニトケ ヴィオラ協奏曲

ショスタコーヴィチ 交響曲　第6番　ロ短調　op.54

2016/6/17
2016/6/18

第436回 
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ　
浜松の覇者来
る＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 高関健 ピアノ：

アレクサンデル・ガジュヴ

モーツァルト
歌劇『魔笛』序曲　K.620
ピアノ協奏曲　第27番　変ロ長調　K.595

ラヴェル
バレエ音楽「ラ・ヴァルス」
バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第1組曲,第2組曲

2016/7/22
2016/7/23

第437回 
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ　
フィッシャーのラ
フマニノフ＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール

ティエリー・
フィッシャー

ヴァイオリン：
バイバ・スクリデ

ハイドン 交響曲　第2番　ハ長調　Hob.Ⅰ-2

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲　第2番　ト短調　op.63

ラフマニノフ 交響曲　第2番　ホ短調　op.27

2016/9/2
2016/9/3

第438回 
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ　
ヴィスコンティの

『山猫』＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール

ガエタノ・
デスピノーサ ギター：朴葵姫

N.ロータ 交響組曲「山猫」

テデスコ ギター協奏曲　第1番　ニ長調　op.99

ドヴォルザーク 交響曲　第7番　ニ短調　op.70

2016/10/21
2016/10/22

第439回 
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ　
ヴィット×プレト
ニョフ＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール アントニ・ヴィット ピアノ：

ミハイル・プレトニョフ

藤倉大 レア・グラヴィティ

ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.18

シベリウス 交響曲　第1番　ホ短調　op.39

2016/11/18
2016/11/19

第440回 
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ　
小泉×オピッツ＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 小泉和裕 ピアノ：

ゲルハルト・オピッツ

ブラームス ピアノ協奏曲　第1番　ニ短調　op.15

バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2016/12/9
2016/12/10

第441回 
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ　
アツモンのドイ
ツ二大B＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール モーシェ・アツモン ヴァイオリン：

イリア・グリンゴルツ

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.61

ブラームス 交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2017/1/13
2017/1/14

第442回 
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ　
夫婦のドヴォル
ザーク＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 円光寺雅彦 チェロ：山崎伸子

ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　op.104

フランク 交響曲　ニ短調
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2017/2/24
2017/2/25

第443回 
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ 
川瀬×グリーン・
エコー＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 川瀬賢太郎

フルート：上野星矢
メゾソプラノ：福原寿美枝
合唱：グリーン・エコー

ショスタコーヴィチ 交響詩「十月革命」　op.131

ハチャトゥリヤン フルート協奏曲　ニ短調

プロコフィエフ カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」op.78

2017/3/17
2017/3/18

第444回 
定期演奏会
＜創立50周年
記念シリーズ小
泉和裕のブルッ
クナー＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 小泉和裕 ブルックナー 交響曲　第8番　ハ短調　（ハース版）

京都市交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/15 第600回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 広上淳一

コープランド 市民のためのファンファーレ
モーツァルト 交響曲　第41番　ハ長調　K.551　「ジュピター」
R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」　op.30

2016/5/21
2016/5/22

第601回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール サッシャ・ゲッツェル フルート：

ワルター・アウアー

ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
モーツァルト フルート協奏曲　第1番　ト長調　K.313
バルトーク バレエ組曲「中国の不思議な役人」op.19
ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2016/6/24 第602回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール キンボー・イシイ ヴァイオリン：

ララ・セント＝ジョン

ブラームス 大学祝典序曲　op.80
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　ト短調　op.26
ニールセン 交響曲　第5番　op.50

2016/7/30
2016/7/31

第603回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール ユージン・ツィガーン

シューベルト 交響曲　第7（8）番　ロ短調　D.759「未完成」
マーラー 交響曲　第5番　嬰ハ短調

2016/8/19 第604回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 沼尻竜典 ピアノ：石井楓子

三善晃 ピアノ協奏曲
ショスタコーヴィチ 交響曲　第4番　ハ短調　op.43

2016/9/24
2016/9/25

第605回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール

ガエタノ・
デスピノーサ

ヴァイオリン：
アラベラ・美歩・
シュタインバッハー

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲
ベルク ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」
シューマン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.97　「ライン」

2016/10/7 第606回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール ラドミル・エリシュカ

スメタナ 交響詩「モルダウ」

ドヴォルザーク
交響的変奏曲　op.78
交響曲　第9番　ホ短調　op.95「新世界から」

2016/11/26
2016/11/27

第607回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 高関健 ピアノ：児玉桃

オンド・マルトノ：原田節 メシアン トゥーランガリラ交響曲

2017/1/21
2017/1/22

第608回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 下野竜也 ピアノ：パスカル・ロジェ

モーツァルト ピアノ協奏曲　第25番　ハ長調　K.503
ブルックナー 交響曲　第0番　ニ短調

2017/2/17 第609回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 鈴木秀美 チェロ：鈴木秀美

C.P.E.バッハ チェロ協奏曲　イ長調　Wq.172
ハイドン 交響曲　第82番　ハ長調　Hob.I-82「熊」

ベートーヴェン 交響曲　第5番　ハ短調　op.67「運命」

2017/3/25
2017/3/26

第610回 
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 広上淳一

ソプラノ：高橋絵理
田崎尚美、石橋 栄実
メゾ・ソプラノ：清水 華澄、
富岡 明子
テノール：福井敬
バリトン：小森 輝彦、
バス：ジョン・ハオ
合唱：京響コーラス、
京都市少年合唱団　他

マーラー 交響曲　第8番　変ホ長調「千人の交響曲」
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大阪交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/7 第201回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ダニエーレ・

アジマン
ヴァイオリン：神谷美千子
ピアノ：林澄子 メンデルスゾーン

序曲「美しきメルジーネの物語」　op.32
ヴァイオリンとピアノと弦楽のための協奏曲　ニ短調
交響曲　第3番　イ短調　op.56「スコットランド」

2016/5/10 第202回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 外山　雄三

外山雄三 オーケストラのための「玄奥」（2015年）
プーランク バレエ組曲「模範的な動物たち」
ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2016/7/22 第203回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡　清高 バリトン：谷口伸

ブラームス 悲劇的序曲　op.81
フックス 交響曲　第1番　ハ長調　op.37
マーラー＝ベリオ ５つの初期の歌

マーラー
交響曲　第5番　嬰ハ短調から　アダージェット
リュッケルトの詩による５つの歌曲

2016/9/9 第204回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ロレンツォ・

ヴィオッティ ピアノ：長富彩
ワーグナー ジークフリート牧歌
リスト ピアノ協奏曲　第1番　変ホ長調　
プロコフィエフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.100

2016/10/27 第205回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 外山　雄三 ヴァイオリン：

有希・マヌエラ・ヤンケ ショスタコーヴィチ
前奏曲とスケルツォ　op.11　（弦楽合奏版）
ヴァイオリン協奏曲　第1番　イ短調　op.77
交響曲　第5番　ニ短調　op.47

2016/12/8 第206回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡　清高 ヴァイオリン：小林美樹

コルンゴルト
「雪だるま」前奏曲とセレナーデ
ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35

ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」

2017/1/18 第207回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール シズオ・Ｚ・クワハラ ヴァイオリン：成田達輝

アーロン・Ｊ・カーニス 熱すぎるトッカータ（１９９６年）
酒井健治 ヴァイオリン協奏曲「Ｇ線上で」（2011/2015年）
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2017/2/22 第208回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 外山　雄三 ピアノ：横山幸雄

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第4番　ト長調　op.58
チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」

大阪フィルハーモニー交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/8
2016/4/9

第497回 
定期演奏会 フェスティバルホール 井上道義 トロンボーン：山本浩一郎

ドビュッシー 交響詩「海」
吉松隆 トロンボーン協奏曲　op.55「オリオン・マシーン」
プロコフィエフ バレエ音楽「シンデレラ」より

2016/5/20
2016/5/21

第498回 
定期演奏会 フェスティバルホール クシシュトフ・

ウルバンスキ
ピアノ：
アンナ・ヴィニツカヤ

チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.18
ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲

2016/6/17
2016/6/18

第499回 
定期演奏会 フェスティバルホール ジャン・

クリストフ・スピノジ

ラヴェル
バレエ音楽「ラ・ヴァルス」
バレエ音楽「ボレロ」

ショスタコーヴィチ 室内交響曲　ハ短調　op.110a
プロコフィエフ 古典交響曲　ニ長調　op.25

2016/7/21
2016/7/22

第500回 
定期演奏会 フェスティバルホール 井上道義

メゾ・ソプラノ：サンドラ・
フェランデス
バリトン：ガスパール・コロン
バンドネオン：三浦一馬
合唱：大阪フィルハーモ
ニー合唱団
児童合唱：大阪すみよし
少年少女合唱団

バカロフ ミサ・タンゴ

ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2016/8/25
2016/8/26

第501回 
定期演奏会 フェスティバルホール 大植英次

小倉朗 管弦楽のための「舞踏組曲」
ブルックナー 交響曲　第9番　ニ短調　（ノヴァーク版）

2016/9/27
2016/9/28

第502回 
定期演奏会 フェスティバルホール エリアフ・インバル

モーツァルト 交響曲　第25番　ト短調　K.183
マーラー 交響曲　第5番　嬰ハ短調

2016/11/11
2016/11/12

第503回 
定期演奏会 フェスティバルホール シモーネ・ヤング ブラームス

悲劇的序曲　op.81
運命の歌　op.54
交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2016/12/8
2016/12/9

第504回 
定期演奏会 フェスティバルホール ヤクブ・フルシャ ピアノ：河村尚子

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第4番　ト長調　op.58
ショスタコーヴィチ 交響曲　第10番　ホ短調　op.93

2017/2/17
2017/2/18

第505回 
定期演奏会 フェスティバルホール 井上道義

ショスタコーヴィチ 交響曲　第11番　ト短調　op.103「1905年」
ショスタコーヴィチ 交響曲　第12番　ニ短調　op.112「1917年」

2017/3/17
2017/3/18

第506回 
定期演奏会 フェスティバルホール 尾高忠明 チェロ：宮田大

尾高尚忠 チェロ協奏曲　op.20
R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」　op.40
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関西フィルハーモニー管弦楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/29 第273回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫 ピアノ：横山幸雄 ラフマニノフ 前奏曲　嬰ハ短調　op.3-2「鐘」

ピアノ協奏曲　第3番　ニ短調　op.30
菅野祐悟 交響曲　第1番　「The Border」

2016/5/19 第274回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール オーギュスタン・

デュメイ
ヴィオラ：
ミゲル・ダ・シルヴァ

モーツァルト 協奏交響曲　変ホ長調　K.364
ブルッフ ヴィオラと管弦楽のためのロマンス　op.85
ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90　

2016/6/11 第275回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 高関健

ソプラノ：市原愛
アルト：米谷優
テノール：畑儀文
バリトン：桝貴志
合唱：関西フィルハーモニー
合唱団

ハイドン オラトリオ「天地創造」　Hob.ⅩⅩⅠ－2　

2016/7/15 第276回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎

テノール（トリスタン）：
二塚直紀
ソプラノ（イゾルデ）：
畑田弘美
バス・バリトン（マルケ王）：
片桐直樹
メゾ・ソプラノ（ブランゲーネ）：
福原寿美枝
バリトン（グルヴェナール）：
萩原寛明
テノール（メーロト）：松原友
テノール（牧童）：谷浩一郎
バリトン（舵取り）：黒田まさき

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」第3幕（演奏会形式）

2016/9/25 第277回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール オーギュスタン・

デュメイ

ヴァイオリン：
オーギュスタン・デュメイ
ピアノ：フリティヤ・フージイ
トランペット：菊本和昭

チャイコフスキー 憂うつなセレナード　変ロ短調　op.26

ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲　第2番　ヘ長調　op.102
ピアノ協奏曲　第1番　ハ短調　op.35

チャイコフスキー 交響曲　第2番　ハ短調　op.17「小ロシア」

2016/10/14 第278回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫 ヴァイオリン:

オーギュスタン・デュメイ

吉松隆 夢色モビールⅡ　op.58a　（1993/98年）
バルトーク ヴァイオリン協奏曲　第2番
シベリウス 交響曲　第2番　ニ長調　op.43

2016/11/17 第279回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール オーギュスタン・

デュメイ チェロ：マリオ・ブルネロ ハイドン チェロ協奏曲　第1番　ハ長調　Hob.VIIb-1
チェロ協奏曲　第2番　ニ長調　Hob.VIIb-2

ドヴォルザーク 交響曲　第7番　ニ短調　op.70

2017/2/24 第280回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ピエール＝

カルロ・オリツィオ
ピアノ：
ルーカス・ゲニューシャス

ベッリーニ 歌劇「ノルマ」序曲
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲　op.43
プロコフィエフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.100

2017/3/31 第281回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎 ピアノ:若林顕 モーツァルト ピアノ協奏曲　第25番　ハ長調　K.503

ブルックナー 交響曲　第7番　ホ長調

�日本センチュリー交響楽団�

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
2016/4/8
2016/4/9

第208回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 マーラー 交響曲　第9番　ニ長調

2016/5/13
2016/5/14

第209回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ドミトリー・リス ヴァイオリン：

セルゲ・ツィンマーマン
ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲　第2番　嬰ハ短調　 op. 129
チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」

2016/7/1
2016/7/2

第210回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール アラン・ブリバエフ

ピアノ：
アレクサンダー･
ロマノフスキー

ジュバノフ 歌劇「アバイ」から民族舞曲（日本初演）
プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第3番　ハ長調　op. 26
ラフマニノフ 交響的舞曲 op. 45

2016/9/23
2016/9/24

第211回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール マックス・ポンマー ヴァイオリン：

オーガスティン・ハーデリッヒ
バルトーク ヴァイオリン協奏曲　第2番
ブラームス 交響曲　第2番　ニ長調　op. 73

2016/10/28
2016/10/29

第212回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール アラン・ブリバエフ

ピアノ：エフゲニ・スドビン
メゾ・ソプラノ：小山由美
合唱：大阪センチュリー合唱団

チャイコフスキー ピアノ協奏曲　第1番　変ロ短調　op.23

プロコフィエフ アレクサンドル・ネフスキー　op.78

2016/11/25
2016/11/26

第213回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 ピアノ：ファジル・サイ

モーツァルト 歌劇「後宮からの逃走」序曲（25日）

リュリ バレエ音楽「町人貴族」からトルコ人の儀式のた
めの行進曲（26日）

モーツァルト ピアノ協奏曲　第21番　ハ長調　K.467

ファジル・サイ 交響曲　第1番　op.28　
「イスタンブール・シンフォニー」

2017/1/13
2017/1/14

第214回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 チェロ：クレメンス・ハーゲン ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　op.104

ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」

2017/3/10
2017/3/11

第215回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール イジー･

シュトルンツ ピアノ：ミシェル・ダルベルト
R.シュトラウス ブルレスケ（ピアノと管弦楽のための） ニ短調　 

TrV 145
ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲　ニ長調
ドヴォルザーク 交響曲　第8番　ト長調　op.88
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兵庫芸術文化センター管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/1
2016/4/2
2016/4/3

第87回 
定期演奏会

兵庫県立芸術
文化センター大ホール ドミトリー・キタエンコ

プロコフィエフ 古典交響曲　ニ長調　op.25
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）
チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64

2016/5/13
2016/5/14
2016/5/15

第88回 
定期演奏会

兵庫県立芸術
文化センター大ホール 下野竜也 ヴァイオリン：

コリヤ・ブラッハ―

ボッケリーニ＝ベリオ マドリードの夜の帰営ラッパ
ブリテン ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.15
J.S.バッハ=エルガー 幻想曲とフーガ　ハ短調　op.86
J.S.バッハ＝レーガー おお人よ、汝の大いなる罪を嘆け
J.S.バッハ＝ホルスト ジーグ風フーガ
J.S.バッハ＝斎藤秀雄 シャコンヌ

2016/6/17
2016/6/18
2016/6/19

第89回 
定期演奏会

兵庫県立芸術
文化センター大ホール

ダニエーレ・
ルスティオーニ

ヴァイオリン：
川久保賜紀

ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」 序曲
コルンゴルド ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
ドヴォルザーク 交響曲　第8番　ト長調　op.88

2016/9/16
2016/9/17
2016/9/18

第90回 
定期演奏会

兵庫県立芸術
文化センター大ホール 佐渡裕 ブルックナー 交響曲　第9番　ニ短調

2016/10/28
2016/10/29
2016/10/30

第91回 
定期演奏会

兵庫県立芸術
文化センター大ホール

アレクサンドル・
ヴェデルニコフ

チェロ：
アレクサンドル・クニャーゼフ

チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲　イ長調　op.33

ショスタコーヴィチ 交響曲　第10番　ホ短調　op.93

2016/11/18
2016/11/19
2016/11/20

第92回 
定期演奏会

兵庫県立芸術
文化センター大ホール

クラウス・
ペーター・フロール

フルート：
マチルド・カルデリーニ

ライネッケ フルート協奏曲　ニ長調　op.283

シューベルト 交響曲　第8（9）番　ハ長調　D.944　
「ザ・グレイト」

2016/12/16
2016/12/17
2016/12/18

第93回 
定期演奏会

兵庫県立芸術
文化センター大ホール

クリスティアン・
アルミンク

ピアノ：
クンウー・パイク （白 建宇）

ハイドン 交響曲　第70番　ニ長調　Hob.Ⅰ-70
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第3番　ハ短調　op.37
ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

2017/1/13
2017/1/14
2017/1/15

第94回 
定期演奏会

兵庫県立芸術
文化センター大ホール 佐渡裕 チェロ：

藤原真理

ドビュッシー＝
H.ビュッセル 小組曲

ハイドン チェロ協奏曲　第2番　ニ長調　Hob.VIIb-2
ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68 「田園」

広島交響楽団
公演 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/17 第359回 
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール 秋山和慶

チャイコフスキー デンマーク国歌による祝典序曲　op.15（1892年版）
弦楽のためのセレナーデ　ハ長調　op.48

リャードフ 魔法にかけられた湖　op.62
リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲　op.34

2016/5/14
第360回
プレミアム
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール ヨエル・レヴィ ピアノ：レミ・ジュニエ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第3番　ハ短調　op.37

ショスタコーヴィチ 交響曲　第5番　ニ短調　op.47

2016/6/10 第361回 
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

コンサートマスター＆
ヴァイオリンソロ：
フォルクハルト・シュトイデ

シベリウス 悲しきワルツ
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　ト短調　op.26
シューベルト 交響曲　第7（8）番　ロ短調　D.759「未完成」

2016/7/8 第362回 
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール 下野竜也 オーボエ:

セリーヌ・モワネ

ペンデレツキ シャコンヌ（ポーランド・レクイエムから）
J.S.バッハ＝斎藤秀雄 シャコンヌ
マルティヌー オーボエ協奏曲
ブリテン シンフォニア・ダ・レクイエム　op.20

2016/9/9 第363回 
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール 秋山和慶 ヴァイオリン：蔵川瑠美

アダムス ザ・チェアマン・ダンス（歌劇「中国のニクソン」から）
コリリアーノ シャコンヌ（映画「レッド・ヴァイオリン」から）
アイヴス 交響曲　第2番　

2016/10/21 第364回 
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール 川瀬賢太郎 ピアノ：

マリアンナ・シリニャン
ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.18
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2016/11/11 第365回 
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール 広上淳一

マリンバ：塚越慎子
女声コーラス：エリザベト
音楽大学

伊福部昭 ラウダ・コンチェルタータ

ワーグナー
歌劇「ローエングリン」第1幕への前奏曲
歌劇「タンホイザー」序曲とバッカナール（パリ版）
楽劇「トリスタンとイゾルデ」から前奏曲と愛の死

2017/1/20 第366回 
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール 小林研一郎 ヴァイオリン：

アレクサンドラ・スム
シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47
チャイコフスキー 交響曲　第3番　ニ長調　op.29　｢ポーランド｣

2017/2/26 第367回 
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール クレメンス・シュルト ピアノ：清水和音

メンデルスゾーン 序曲「美しいメルジーネの物語」　op.32
リスト ピアノ協奏曲　第1番　変ホ長調
シューマン 交響曲　第1番　変ロ長調　op.38　｢春」

2017/3/18 第368回 
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール 秋山和慶 クラリネット：

ダニエル・オッテンザマー
モーツァルト ディヴェルティメント　 ニ長調　 K.136

クラリネット協奏曲　イ長調　 K.622
R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」　op.40
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九州交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/22 第348回 
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 小泉和裕 ピアノ：

ミシェル・ダルベルト
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第4番　ト長調　op.58
R.シュトラウス 家庭交響曲　op.53

2016/5/27 第349回 
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール

ヨルダン・
カムツァロフ

フルート：
ワルター・アウアー

ワーグナー 舞台神聖祝典劇「パルジファル」から
第1幕への前奏曲

イベール フルート協奏曲
ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

2016/7/2 第350回 
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール

ダニエーレ・
ルスティオーニ

ヴァイオリン：
フランチェスカ・デゴ

ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」（原典版「聖ヨハネ祭の
はげ山の一夜」）

ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲　第1番　イ短調　op.77
ラフマニノフ 交響曲　第3番　イ短調　op.44

2016/7/29 第351回 
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 上岡敏之

オーボエ：佐藤太一
クラリネット：
タラス・デムチシン
ホルン：岡本秀樹
ファゴット：埜口浩之

J.S.バッハ＝
ウェーベルン

「音楽の捧げもの」BWV1079から6声の
リチェルカーレ

モーツァルト オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットと
管弦楽のための協奏交響曲　変ホ長調　K.297b

ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68　

2016/9/19 第352回 
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 小泉和裕 ピアノ：小川典子

中村滋延 交響曲　第5番　「聖なる旅立ち」
グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　op.16
ニールセン 交響曲　第4番　op.29「不滅」　

2016/10/21 第353回 
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール アラン・ブリバエフ チェロ　趙静

ムソルグスキー＝
リムスキー・コルサコフ

歌劇「ホヴァンシチナ」から第1幕への前奏曲
「モスクワ川の夜明け」

ブルッフ チェロと管弦楽のための「コル・ニドライ」op.47

チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲　イ長調　op.33
交響曲　第4番　ヘ短調　op.36　

2016/11/18 第354回 
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 広上淳一

クラリネット：
リシャール・ランベール
合唱：九響合唱団

サティ＝ドビュッシー ジムノペディ　第1番、第3番
フランセ クラリネット協奏曲
ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」（全曲）

2016/12/9 第355回 
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 小泉和裕 ピアノ：若林顕 ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第3番　ハ短調　op.37

ショスタコーヴィチ 交響曲　第10番　ホ短調　op.93

2017/2/17 第356回 
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール リュウ・シャオチャ ヴァイオリン：郷古廉　　　

ハープ：早川りさこ

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」　op.26
ブルッフ スコットランド幻想曲　op.46
メンデルスゾーン 交響曲　第3番　イ短調　op.56「スコットランド」
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千葉交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/5/22

第99回定期演奏会
山下一史
音楽監督就任記念 
～秘めたる情熱、
　絢爛たる昇華～  

習志野文化ホール 山下一史

チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」op.24 
から  “ポロネーズ”

チャイコフスキー 弦楽のためのセレナード ハ長調 op.48 

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64 

2016/10/23
第100回定期演奏会 
～新しい響き
　新しい躍動～ 

千葉県文化会館
大ホール 山下一史

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調  K.551
「ジュピター」 

山本純ノ介 千の音と楽の葉 ～SEN NO NE TO 
GAKU NO HA～ 

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 （1919年版） 

藝大フィルハーモニア管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/6/10 藝大フィルハーモニア
定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 ペーター・

チャバ
ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 op.93
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2016/10/28 藝大フィルハーモニア
定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 高関健 ピアノ：有森博

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番  ニ短調  op.30
ストラヴィンスキー バレエ組曲 「春の祭典」

東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/11/3 第35回定期演奏会 大田区民ホール
アプリコ大ホール 松岡究

ソプラノ：迫田美帆 
バリトン：薮内俊弥
合唱：東京ユニバーサル・
フィルハーモニー混声合唱団

フォーレ レクイエム 二短調 op.48

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 op.68

静岡交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/29
第64回定期演奏会
～ベートーヴェン・
シリーズvol.1～

静岡市清水文化会館
マリナート 大ホール 篠﨑靖男 ヴァイオリン：鈴木舞

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲 op.77

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 op.67「運命」

マーラー 交響曲第5番 嬰ハ短調より 第4楽章
「アダージェット」 

2016/5/6
第65回 定期演奏会
ベートーヴェン・シリーズ 
vol.2

静岡市清水文化会館
マリナート 大ホール 梅田俊明 ヴァイオリン：キム・ハン

ベートーヴェン 「コリオラン」序曲 op.62

ウェーバー クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 op.73

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」

2016/7/2
第66回定期演奏会
～名曲コンサート珠玉の
　小品～

静岡市清水文化会館
マリナート 大ホール 篠﨑靖男 ヴァイオリン：高木和弘

ロッシーニ 歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲

ベートーヴェン ヴァイオリンと管弦楽の為の“ロマンス 
第2番 ヘ長調 op.50

サラサーテ ツィゴイネルワイゼン

ラヴェル クープランの墓

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 Hob.1-94「驚愕」

2016/9/4
第67回定期演奏会 
～華麗なオーケストラ・
　サウンド～

静岡市清水文化会館
マリナート 大ホール 篠﨑靖男 ピアノ：坂本真由美

グリーグ 「ペールギュント」組曲 第1番 op.46

グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op.16

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 op.36

2016/10/14
第68回定期演奏会
ベートーヴェン・シリーズ
vol.3

静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 高関健 チェロ：上村文乃

ベートーヴェン 「プロメテウスの創造物」op,43 から序曲、
序奏、№1、№8、№16

ラフマニノフ ヴォカリーズ op.34

チャイコフスキー ロココの主題による変奏曲 イ短調 op.33

ベートーヴェン
交響曲 第2番 ニ長調 op.36

「プロメテウスの創造物」op.43から №13

2016/12/18
第69回定期演奏会
ベートーヴェン・シリーズ
vol.4

静岡市清水文化会館
マリナート大ホール

篠﨑靖男,
川勝平太

（静岡県知事）

ソプラノ：西尾舞衣子
メゾソプラノ：永井和子
テノール：五十嵐修
バリトン：桝貴志

ベートーヴェン
交響曲 第7番 イ長調 op.92 から 第1楽章

交響曲 第9番 ニ短調 op.125

2017/3/25
第70回定期演奏会 
ベートーヴェン・シリーズ
vol.5

静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 現田茂夫 ベートーヴェン

劇音楽「エグモント」序曲 op.84

交響曲 第4番 変ロ長調 op.60

交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 「田園」

準　会　員 
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中部フィルハーモニー交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/6/11 第51回定期演奏会 三井住友海上しらかわ
ホール 秋山和慶

ストラヴィンスキー バレエ組曲「プルチネッラ」

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

フランク 交響曲 ニ短調

2016/10/8 第52回定期演奏会 クラギ文化ホール 下野竜也 チェロ：横坂源 ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」 op.92

チェロ協奏曲 ロ短調 op.104

交響曲 第7番 ニ短調 op.70

スラヴ舞曲 第7番 op.72-7

2016/12/11 第53回定期演奏会
（犬山定期） 犬山市民文化会館 堀俊輔 モーツァルト

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

交響曲 第40番 ト短調 K.550
交響曲 第41番 ハ長調 K.551
 「ジュピター」

2017/2/5 第54回定期演奏会 小牧市市民会館 秋山和慶 ピアノ：横山幸雄

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 op.36

ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

京都フィルハーモニー室内合奏団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/17 第203回定期公演 京都コンサートホール 
小ホール 齊藤一郎 ソプラノ：森川栄子

クセナキス アナクトリア

ユン・イサン 弦楽のためのタピス

ヒンデミット 室内音楽第1番

江村哲二 Estuary

久保摩耶子 三陸のうた

2016/6/25 第204回定期公演 京都コンサートホール 
小ホール 佐藤俊太郎 トランペット：西谷良彦

モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K.205

ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調 Hob.Ⅶe-1

吉松隆 鳥は静かに…

モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」

2016/10/8 第205回定期公演 京都コンサートホール 
小ホール 齊藤一郎 ホルン：日高剛、安土真弓、

五十嵐勉、岸上穣、萩原顕彰

野平一郎 フーガの技法

リゲティ ハンブルク協奏曲

山本裕之 物見らの声-BWV140にちなんで

2017/1/14 第206回定期公演
「ニューイヤーコンサート」

京都コンサートホール 
小ホール 齊藤一郎

ヴァーレーズ オクタンドル

ストラヴィンスキー バレエ組曲「プルチネッラ」

モーツァルト 交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」

2017/3/5 第207回定期公演 京都コンサートホール 
小ホール 本名徹次 ピアノ：瀬尾久仁、加藤真一郎

黛敏郎 Essay for Strings

モーツァルト 2台のピアノのための協奏曲  変ホ長調 
K.365 

権代敦彦 ソナタ 男・女 反対の一致 ピアノ連弾の
ための

モーツァルト 交響曲  第39番  変ホ長調 K.543

テレマン室内オーケストラ
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/4/24 第231回定期演奏会 東京文化会館 小ホール ヴァイオリン：ウッラ・ブンディース
フォルテピアノ：高田泰治 モーツァルト

フォルテピアノとヴァイオリンのためのソナタ 
ト長調 K.9
フォルテピアノとヴァイオリンのためのソナタ 
ニ長調 K.306
フォルテピアノとヴァイオリンのためのソナタ 
へ長調 K.376
フォルテピアノとヴァイオリンのためのソナタ 
変ホ長調 K.481

2016/4/30 第232回定期演奏会 カトリック夙川教会 聖堂 延原武春

補筆完成・通奏低音：
パブロ・エスカンデ
福音史家：新井俊稀
キリスト：篠部信宏
ソプラノ：浅野純加・高津綾子
アルト：伊豆田佑香・塩見典子
テノール：鹿岡晃紀・田中伸一
テレマン室内合唱団

J.S.バッハ マルコ受難曲 BWV247

2016/7/19 第233回定期演奏会 大阪市中央公会堂
中集会室 延原武春 フォルテピアノ：高田泰治 ベートーヴェン

交響曲第5番 ハ短調 op.67「運命」
ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73「皇帝」

2016/7/24 第234回定期演奏会 東京文化会館 小ホール チェンバロ：高田泰治
L.クープラン 組曲 イ短調
J.S.バッハ フランス風序曲 ロ短調 BWV831 ほか
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2016/10/6 第235回定期演奏会 大阪市中央公会堂
中集会室 延原武春

チェンバロ：高田泰治
ヴァイオリン：浅井咲乃
リコーダー：村田佳生
フルート：森本英希
オーボエ：松本剛
ホルン：中村一男
コルノ・ダ・ガッチャ：中島真

J.S.バッハ ブランデンブルク協奏曲 全曲 
BWV.1046-1051

2016/11/3 第236回定期演奏会 カトリック夙川教会 聖堂 延原武春

ソプラノ：浅野純加・渡辺有香
アルト：薬谷佳苗・塩見典子
テノール：新井俊稀
バス：篠部信宏
テレマン室内合唱団

ヘンデル メサイア

2016/11/10 第237回定期演奏会 東京文化会館 小ホール 延原武春
オーボエ：延原武春
リコーダー：北山隆
チェンバロ：高田泰治
ヴァイオリン：浅井咲乃

ペルゴレージ 幕間劇「妹に恋した兄」序曲
パラディス チェンバロ・ソナタ
サンマルティーニ リコーダー協奏曲 ヘ長調
ヴィヴァルディ 歌劇「試練の中の真実」序曲 
ヴィヴァルディ 「四季」より「春」
アルビノーニ オーボエ協奏曲
ヴィヴァルディ ソプラニーノリコーダー協奏曲 ハ長調

2016/12/2 第238回定期演奏会 東京文化会館 小ホール チェンバロ：高田泰治 J.S.バッハ ゴルトベルク変奏曲 BWV.988

2017/1/15 第239回定期演奏会 東京文化会館 小ホール 延原武春

オーボエ：延原武春
リコーダー：北山隆
チェンバロ：中野振一郎
ホルン：中村一男 ほか
オーボエ：松本剛

テレマン 食卓の音楽 第3集

奈良フィルハーモニー管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/9/4 第39回 定期演奏会 奈良文化会館国際
ホール 粟辻聡

オーボエ：前橋ゆかり
ファゴット：小西朋子
クラリネット：西川香代
ホルン：世古宗優

モーツァルト

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴット
と管弦楽のための協奏交響曲 変ホ長調 
K.297b

ベートーベン 交響曲第2番 ニ長調  op.36

岡山フィルハーモニック管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/6/5 第50回定期演奏会 岡山シンフォニーホール 
大ホール 

ハンスイェルク・
シェレンベルガー

ベートーヴェン 交響曲  第1番  ハ長調  op.21

マーラー 交響曲  第1番  ニ長調 ｢巨人｣ 

2017/1/15 第51回定期演奏会 岡山シンフォニーホール 
大ホール 

ハンスイェルク・
シェレンベルガー

ヴァイオリン：松山冴花
チェロ：ウェン=シン・ヤン

チャイコフスキー 幻想的序曲 ｢ロメオとジュリエット｣

チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 op.33

J.シュトラウスⅡ 喜歌劇  ｢こうもり｣  序曲

サン=サーンス 序奏とロンド・カプリッチョーソ ホ長調 op.28

R.シュトラウス 歌劇 ｢ばらの騎士｣ 組曲 

2017/3/25 第52回定期演奏会 岡山シンフォニーホール 
大ホール 

ハンスイェルク・
シェレンベルガー

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 ｢田園｣

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調  op.67 ｢運命｣

瀬戸フィルハーモニー交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2016/9/4 第27回定期演奏会 サンポートホール高松
大ホール

ノールマン・
ベジャヤ

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

リスト ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調

ホルスト 組曲「惑星」op.32


