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日本のプロフェッショナル・
オーケストラ年鑑 2018

文化庁委託事業
「平成30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
7 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
11 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
13 名古屋フィルハーモニー交響楽団
14 京都市交響楽団
14 大阪交響楽団
15 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
16 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
17 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
20 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
21 岡山フィルハーモニック管弦楽団
21 瀬戸フィルハーモニー交響楽団
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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

2017/4/21
2017/4/22

第598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：

ダニエル・ホープ
コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
ホルスト 組曲「惑星」op.32

2017/5/19
2017/5/20

第599回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ハインツ・ホリガー 独唱・合唱：

ラトヴィア放送合唱団

シューマン ミサ・サクラ ハ短調　op.147

マーラー アダージェット
（交響曲　第5番　嬰ハ短調より第4楽章）

マーラー／
ゴットヴァルト 夕映えのなかで　（無伴奏合唱のための）

ドビュッシー 「海」～3つの交響的素描

2017/6/9
2017/6/10

第600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 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」

2017/7/7
2017/7/8

第601回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 秋山和慶 ヴァイオリン：神尾真由子

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5番　ニ短調　op.47

2017/8/25
2017/8/26

第602回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ユベール・スダーン

オーボエ：関美矢子
クラリネット：三瓶佳紀
ファゴット：坂口聡
ホルン：山田圭祐

（以上札響首席奏者）

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番　op.72b
モーツァルト 協奏交響曲　変ホ長調　K.297b(Anh.C14.01)

フランク 交響曲　ニ短調

2017/9/22
2017/9/23

第603回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 下野竜也 チェロ：宮田 大

スッペ 喜歌劇「ウィーンの朝・昼・晩」序曲
グルダ チェロと吹奏楽のための協奏曲
ブルックナー 交響曲　第1番　ハ短調（ウィーン版）

2017/10/27
2017/10/28

第604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 歌劇「売られた花嫁」序曲
ドヴォルザーク チェコ組曲　ニ長調　op.39
リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」op.35

2017/12/1
2017/12/2

第605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：針生美智子
メゾソプラノ：富岡明子
テノール：櫻田 亮
バリトン：久保和範
合唱：札響合唱団、
東京バロック・スコラーズ、
ウィスティリア アンサンブル

J.S.バッハ クリスマス・オラトリオBWV.248より
第1,2,5,6カンタータ

2018/1/26
2018/1/27

第606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 ピアノ：小菅 優

ラウタヴァーラ 鳥と管弦楽のための協奏曲「極北の歌」op.61
モーツァルト ピアノ協奏曲　第24番　ハ短調　K.491
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」

2018/2/23
2018/2/24

第607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

クラリネット：三瓶佳紀　＊
ヴァイオリン：
アレックス・シオザキ　＊＊
語り：中井貴惠　＊＊＊

武満徹

「乱」組曲
ファンタズマ/カントス　＊
遠い呼び声の彼方へ!　＊＊
弦楽のためのレクエイム
系図ー若い人たちのための音楽詩

（詩：谷川俊太郎）＊＊＊

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

2017/5/19
2017/5/20

第309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 ピアノ：北端 祥人

トランペット：森岡 正典

シチェドリン 管弦楽のための協奏曲　第３番
ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲　第1番　ハ短調　op.35
シュニトケ 「道化師と子供たち」より 第1楽章、第2楽章
ショスタコーヴィチ 交響曲　第9番　変ホ長調　op. 70

2017/6/9
2017/6/10

第310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 オーボエ：

セリーヌ・モワネ

ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」序曲
モーツァルト オーボエ協奏曲　ハ長調　op.271k
ドヴォルザーク 交響曲　第6番　ニ長調　op.60

2017/7/21
2017/7/22

第311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）
ガブリエル・フェルツ ヴァイオリン：

有希マヌエラ・ヤンケ
ブラームス

ハイドンの主題による変奏曲　op.56a
ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.77

ベートーヴェン 交響曲　第5番　ハ短調　op.67「運命」

2017/9/15
2017/9/16

第312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）
小泉 和裕

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲
シェーンベルク 浄められた夜　op.4
シューマン 交響曲　第4番　ニ短調　op.120
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2017/10/27
2017/10/28

第313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 クラリネット：

ダビット・ヤジンスキー

バーバー 序曲「悪口学校」
コリリアーノ クラリネット協奏曲
コープランド バレエ組曲「ビリー・ザ・キッド」

バーンスタイン 「ウエスト・サイド・ストーリー」より
“シンフォニック・ダンス”

2017/11/17
2017/11/18

第314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）
飯守泰次郎 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」

2018/1/19
2018/1/20

第315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）
高関 健 ヴァイオリン：

青木 尚佳

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番　op.72b
ハチャトゥリアン ヴァイオリン協奏曲　ニ短調
シベリウス 交響曲　第5番　変ホ長調　op.82

2018/2/16
2018/2/17

第316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）
渡邊一正 ピアノ：牛田智大

リスト
交響詩「レ・プレリュード」
ピアノ協奏曲　第1番　変ホ長調

リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」op.35

2018/3/16
2018/3/17

第317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 ピアノ：横山 幸雄

サティ
グノシエンヌ第1番、第3番、第2番
ジムノペディ第3番、第2番、第1番

ダンディ フランスの山人の歌による交響曲　op.25

ラヴェル
優雅で感傷的なワルツ
ラ・ヴァルス
ボレロ

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

2017/4/15
2017/4/16

第260回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 チェロ：新倉瞳

西村朗 弦楽のための悲のメディテーション
ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　op.104
モーツァルト 交響曲　第41番　ハ長調　K.551「ジュピター」

2017/5/13
2017/5/14

第261回
定期演奏会 山形テルサホール 鈴木秀美 ピアノ：

シプリアン・カツァリス

モーツァルト 交響曲　第34番　ハ長調　K.338
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

2017/6/3
2017/6/4

第262回
定期演奏会 山形テルサホール ドミトリー・

シトコヴェツキー
ヴァイオリン：
ドミトリー・シトコヴェツキー

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  
P 172

ストラヴィンスキー バレエ音楽「プルチネルラ」組曲
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.61

2017/9/2
2017/9/3

第263回
定期演奏会 山形テルサホール 阪哲朗 ピアノ：牛田智大

ビゼー 小組曲（「子供の遊び」管弦楽版）
ショパン ピアノ協奏曲　第1番　ホ短調　op.11
ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

2017/11/18
2017/11/19

第264回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 トロンボーン：太田涼平

コダーイ ガランタ舞曲
ロータ トロンボーン協奏曲　ハ長調
ブラームス 交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2018/1/13
2018/1/14

第265回
定期演奏会 山形テルサホール 黒岩英臣

ヴァイオリン：長原幸太
チェロ：中木健二
ピアノ：永田美穂

ベートーヴェン
「コリオラン」序曲　ハ短調　op.62
ヴァイオリン、チェロとピアノのための三重協奏曲
ハ長調　op.56

チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64

2018/2/24
2018/2/25

第266回
定期演奏会 山形テルサホール 広上淳一 ヴァイオリン：

チャン・ユジン

ラーション 田園組曲　op.19
パガニーニ ヴァイオリン協奏曲　第2番　ロ短調　op.7
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2018/3/17
2018/3/18

第267回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 ヴァイオリン：堀米ゆず子

合唱：山響アマデウスコア

武満徹 弦楽のためのレクイエム
ブルックナー ミサ曲　第2番　ホ短調　 WAB27
ブラームス ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.77

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

2017/4/15 第527回
定期演奏会 群馬音楽センター ジョセフ・ウォルフ チェロ：ミハル・カニュカ エルガー

弦楽のためのエレジー　op.58
チェロ協奏曲　ホ短調　op.85
交響曲　第1番　変イ長調　op.55

2017/5/27 第528回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 フルート：

アンドレア・グリミネッリ
モーツァルト

歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」序曲
フルート協奏曲　第1番　ト長調　K.313

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2017/6/17 第529回
定期演奏会 群馬音楽センター 高関健 ピアノ：金子三勇士

リスト ピアノ協奏曲　第2番　イ長調　S125/R456

ショスタコーヴィチ 交響曲　第7番　ハ長調　
op.60「レニングラード」
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2017/7/22 第530回
定期演奏会 群馬音楽センター デリック・イノウエ ヴァイオリン：堀米ゆず子

モーツァルト
歌劇「イドメネオ」序曲
ヴァイオリン協奏曲　第5番　イ長調　K.219

「トルコ風」
チャイコフスキー 交響曲　第4番　へ短調　op.36

2017/9/17 第531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
アルト：金子美香
テノール：西村悟
バリトン：青山貴
合唱：群馬交響楽団合唱団

モーツァルト 交響曲　第35番　ニ長調　K.385「ハフナー」
萩森英明 「航海記 / Voyages」（2017改訂版）

モーツァルト レクイエム　ニ短調　K.626 （ジュースマイヤー版）

2017/10/14 第532回
定期演奏会 群馬音楽センター 大植英次 ピアノ：伊藤恵

シューマン ピアノ協奏曲　イ短調　op.54
チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64

2017/11/25 第533回
定期演奏会 群馬音楽センター ナビル・シェハタ コントラバス：

ナビル・シェハタ

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

N.ロータ コントラバスと管弦楽のための協奏的
ディヴェルティメント

ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2018/1/27 第534回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ピアノ：牛田智大

J.ウイリアムズ 映画「ハリーポッターと賢者の石」組曲から
“ヘドウィッグのテーマ” “ハリーの不思議な世界”

プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第3番　ハ長調　op.26
コープランド バレエ組曲「アパラチアの春」
ガーシュウィン パリのアメリカ人

2018/2/24 第535回
定期演奏会 群馬音楽センター 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

チャイコフスキー 憂鬱なセレナード op.26
ショーソン 詩曲　op.25（ヴァイオリン・ソロと弦楽版）
ラヴェル ツィガーヌ（ヴァイオリン・ソロとハープ付き弦楽版）
ベートーヴェン 交響曲　第4番　変ロ長調　op.60

2018/3/17 第536回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ピアノ：小川典子

エルガー 序曲「コケイン」ー ロンドンの下町で　op.40
ラヴェル ピアノ協奏曲 　ト長調
V.ウィリアムス 交響曲　第2番　「ロンドン交響曲」

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

2017/4/15
2017/4/16

第1858回
定期公演
Aプログラム

NHKホール ファビオ・ルイージ ヴァイオリン：
ニコライ・ズナイダー

アイネム カプリッチョ op.2（1943）
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲　ホ短調　op.64
マーラー 交響曲　第1番　ニ長調「巨人」

2017/4/21
2017/4/22

第1859回
定期公演
Cプログラム

NHKホール ファビオ・ルイージ ピアノ：
ベアトリーチェ・ラナ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第1番　ハ長調　op.15

ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2017/5/13
2017/5/14

第1860回
定期公演
Aプログラム

NHKホール ピンカス・
スタインバーグ スメタナ 連作交響詩「わが祖国」（全曲）

2017/5/19
2017/5/20

第1861回
定期公演
Cプログラム

NHKホール ウラディーミル・
フェドセーエフ

グリンカ 幻想曲「カマリンスカヤ」
ボロディン 交響曲　第2番　ロ短調
チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op.36

2017/6/24
2017/6/25

第1862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：河村尚子

デュティユー メタボール（1964）
サン・サーンス ピアノ協奏曲　第2番　ト短調　op.22

ラヴェル
優雅で感傷的なワルツ

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2017/6/30
2017/7/1

第1863回
定期公演
Cプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ チェロ：
ターニャ・テツラフ

シューマン
歌劇「ゲノヴェーヴァ」序曲
チェロ協奏曲　イ短調　op.129

シューベルト 交響曲　第８番　ハ長調　Ｄ.944「ザ・グレート」

2017/9/16
2017/9/17

第1864回
定期公演
Aプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ショスタコーヴィチ 交響曲　第7番　ハ長調　op.60「レニングラード」

2017/9/22
2017/9/23

第1865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・コジュヒン

グリンカ 幻想的ワルツ

ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第4番　ト短調　op.40
（1941年版）

スクリャービン 交響曲　第2番　ハ短調　op.29

2017/9/27
2017/9/28

第1866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 バルトーク
弦楽のためのディヴェルティメント
舞踊組曲
弦楽器、打楽器、チェレスタのための音楽

2017/10/14
2017/10/15

第1867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：
クララ・ジュミ・カン
ソプラノ：
モイツァ・エルトマン＊

モーツァルト 歌劇「イドメネオ」序曲
ベルク ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のために」
モーツァルト 歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」序曲
ベルク 「ルル」組曲　＊

2017/10/20
2017/10/21

第1868回
定期公演
Cプログラム

NHKホール クリストフ・
エッシェンバッハ ブラームス

交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2017/10/25
2017/10/26

第1869回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール クリストフ・
エッシェンバッハ ブラームス

交響曲　第4番　ホ短調　op.98

交響曲　第1番　ハ短調　op.68
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2017/11/11
2017/11/12

第1870回
定期公演
Aプログラム

NHKホール マレク・ヤノフスキ

フルート：甲斐雅之
オーボエ：茂木大輔
クラリネット：松本健司
ファゴット：宇賀神広宣
ハープ：早川りさこ

ヒンデミット
ウェーバーの主題による交響的変容

木管楽器とハープと管弦楽のための協奏曲

ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2017/11/17
2017/11/18

第1871回
定期公演
Cプログラム

NHKホール トゥガン・ソヒエフ

メゾ・ソプラノ：
スヴェトラーナ・シーロヴァ
バリトン：
アンドレイ・キマチ
合唱：東京混声合唱団
児童合唱：
東京少年少女合唱隊
語り：片岡愛之助

プロコフィエフ／
スタセヴィチ オラトリオ「イワン雷帝」op.116

2017/11/22
2017/11/23

第1872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 プロコフィエフ
組曲「キージェ中尉」op.60
スキタイ組曲「アラとロリー」op.20
交響曲　第7番　嬰ハ短調　op.131「青春」

2017/12/2
2017/12/3

第1873回
定期公演
Aプログラム

NHKホール シャルル・デュトワ ピアノ：
ピエール・ロラン・エマール ラヴェル

古風なメヌエット
組曲「クープランの墓」
左手のためのピアノ協奏曲　ニ長調
道化師の朝の歌
スペイン狂詩曲
ボレロ

2017/12/8
2017/12/9

第1874回
定期公演
Cプログラム

NHKホール シャルル・デュトワ ピアノ：
ジャン・イヴ・ティボーデ

ストラヴィンスキー 幻想的スケルツォ　op.3
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」
ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」（1910年全曲版）

2017/12/13
2017/12/14

第1875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 ソプラノ：
アンナ・プロハスカ ＊

ハイドン 交響曲　第85番　変ロ長調　Hob.I-85「女王」

細川俊夫 ソプラノとオーケストラのための「嘆き」
－　ゲオルク・トラークルの詩による（2013）＊

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」

2018/1/12
2018/1/13

第1876回
定期公演
Cプログラム

NHKホール 広上淳一 ヴァイオリン：五嶋 龍　＊
バーンスタイン

スラヴァ！（政治的序曲）
セレナード（プラトンの『饗宴』による）＊

ショスタコーヴィチ 交響曲　第5番　ニ短調　op.47

2018/1/17
2018/1/18

第1877回
定期公演 
Bプログラム

サントリーホール ダーヴィト・アフカム ピアノ：小山実稚恵

R.シュトラウス 交響詩「ドン・フアン」op.20
モーツァルト ピアノ協奏曲　第20番　ニ短調　K.466
R.シュトラウス 歌劇「ばらの騎士」組曲
ラヴェル バレエ音楽「ラ・ヴァルス」

2018/1/27
2018/1/28

第1878回
定期公演 
Aプログラム

NHKホール ピーター・ウンジャン
弦楽四重奏：
セント・ローレンス弦楽四重奏団　＊
女声合唱：
新国立劇場合唱団　＊＊

ベートーヴェン 「エグモント」序曲　
J.アダムズ アブソリュート・ジェスト（2011）＊（日本初演）
ホルスト 組曲「惑星」op.32　＊＊

2018/2/10
2018/2/11

第1879回
定期公演 
Aプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ マーラー 交響曲　第7番　ホ短調「夜の歌」

2018/2/16
2018/2/17

第1880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：樫本大進
ソプラノ：市原 愛
バリトン：甲斐栄次郎（16日）、
青山貴（17日）
合唱：東京混声合唱団 

デュリュフレ 3つの舞曲　op.6
サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲　第3番　ロ短調　op.61

フォーレ レクイエム　op.48

2018/2/21
2018/2/22

第1881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 ヴァイオリン：諏訪内晶子
武満 徹

ノスタルジア ― アンドレイ・タルコフスキーの
追憶に（1987）
遠い呼び声の彼方へ！（1980）

ワーグナー 楽劇「ニーベルングの指環」管弦楽曲集

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

2017/4/7
2017/4/8

第572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 ヴァイオリン：

ヴァレリー･ソコロフ

ブラームス ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.77

ドヴォルザーク 交響曲　第7番　ニ短調　op.70

2017/5/11

第573回
定期演奏会
ジェイド
<サントリーホール･
シリーズ>

東京オペラシティ･
コンサートホール
※サントリーホール
改修工事のため

上岡敏之 ソプラノ：
カトリン･ゲーリング

ワーグナー 歌劇「タンホイザ－」序曲

ワーグナー 女声のための５つの詩
「ヴェーゼンドンク歌曲集」op.91

ブルックナー 交響曲　第3番　ニ短調

2017/6/2
2017/6/3

第574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 鈴木秀美

ソプラノ：中江早希
テノール：櫻田 亮
バリトン：多田羅 迪夫
Chor. コーロ・リベロ・クラシコ・
アウメンタート

ハイドン オラトリオ「天地創造」Hob.XXⅠ－2

2017/7/1

第575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

ラルフ･ワイケルト
モーツァルト 交響曲　第28番　ハ長調　 K.200(189k)

シューベルト 交響曲　第８番　ハ長調　Ｄ944「グレイト」
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2017/7/14
2017/7/15

第576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 秋山和慶 ピアノ：

パスカル･ロジェ

イベール 交響組曲「寄港地」

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」

ショーソン 交響曲　変ロ長調　op.20

2017/9/14

第577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 ピアノ：
デジュー･ラーンキ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第4番　ト長調　op.58

マーラー 交響曲　第5番　嬰ハ短調

2017/9/22
2017/9/23

第578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

マルティン・
ジークハルト
＊指揮者ルイ･
ラングレから変更

ヴァイオリン：
竹澤恭子

シューマン 序曲 ｢メッシーナの花嫁｣ op.100
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲　ホ短調　op.64
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
スクリャービン 交響曲　第4番　op.54　｢法悦の詩｣

2017/10/14

第579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 ピアノ：
清水和音

ニールセン 序曲「ヘリオス」op.17 FS32

グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　op.16

ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」

2017/11/17
2017/11/18

第580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

ライナー･
ホーネック 

ヴァイオリン：
ライナー･ホーネック

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集op.8「四季」（全曲）

モーツァルト セレナード　第7番　ニ長調　K.250　｢ハフナー｣

2017/11/29

第581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 デニス･ラッセル･
デイヴィス

オルガン：
松居直美

六人組

バレエ音楽「エッフェル塔の花嫁花婿」
Ⅰオーリック：｢序曲｣、Ⅱミヨー：「結婚行進曲」、
Ⅲプーランク：「将軍の話」、Ⅳプーランク：

「トゥルーヴィル海水浴場の女」、
Ⅴミヨー：殺戮のフーガ、Ⅵタイユフェール：電報のワルツ、
Ⅶオネゲル：葬送行進曲、Ⅷタイユフェール：カドリーユ、
Ⅸオーリック：リトルネッロ、Ⅹミヨー：婚礼の終わり

プーランク オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲　
ト短調　FP93

プロコフィエフ 交響曲　第6番　変ホ長調　op.111

2018/1/12
2018/1/13

第582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

ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ
J.シュトラウス ポルカ･マズルカ「踊るミューズ」op.266

J.シュトラウスⅡ

ポルカ･シュネル「狩」op.373
ワルツ「東方のおとぎ話」op.444
歌劇「騎士パズマン」op.441より チャルダッシュ
ロシアの行進曲風幻想曲　op.353
ワルツ「加速度」op.234

E.シュトラウス ポルカ･シュネル「電気的」

J.シュトラウスⅡ
ポルカ･マズルカ「女性への賛歌」op.315
新ピツィカート･ポルカ　op.449
ワルツ「北海の絵」op.390

ラヴェル ラ･ヴァルス

2018/2/2
2018/2/3

第583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 マルクス･シュテンツ

ハイドン

交響曲　第22番　変ホ長調　
Hob.Ⅰ－22　｢哲学者｣
交響曲　第94番　ト長調　
Hob.Ⅰ－94　｢驚愕｣

ヘンツェ 交響曲　第7番

2018/2/8

第584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 マルクス･シュテンツ
ワーグナー 楽劇 ｢ニュルンベルクのマイスタージンガー｣より

第1幕への前奏曲
ヘンツェ ラ・セルヴァ・インカンタータ
ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2018/3/17

第585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 タン･ドゥン
Perc. ：ベイベイ・ワン
Perc. ：藤井はるか
笙：ジャン・モウ

タン・ドゥン
オーガニック・ミュージック・トリロジー

「水の協奏曲」、「紙の協奏曲」、
「大地の協奏曲」

2018/3/30
2018/3/31

第586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 ヴァイオリン：

豊嶋泰嗣

シューベルト 交響曲　第5番　変ロ長調　 D485

バルトーク ヴァイオリン協奏曲　第2番

シューマン 交響曲　第1番　変ロ長調　op.38 ｢春｣

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

2017/4/22 第649回
定期演奏会

ミューザ川崎
シンフォニーホール 沼尻竜典

チェロ：堤剛
合唱：東響コーラス
合唱指揮：大谷研二 

グバイドゥーリナ アッシジの聖フランチェスコによる「太陽の讃歌」
～チェロ、室内合唱団と打楽器のための（日本初演）

ホルスト 組曲「惑星」op.32

2017/5/20 第650回
定期演奏会

ミューザ川崎
シンフォニーホール ジョナサン・ノット ピアノ：小曽根真

モーツァルト ピアノ協奏曲　第6番　変ロ長調　K.238
ブルックナー 交響曲　第5番　変ロ長調　WAB 105
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2017/6/24 第65１回
定期演奏会

ミューザ川崎
シンフォニーホール 秋山和慶 ホルン：

フェリックス・クリーザー

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲 J306
ハイドン（偽作） ホルン協奏曲　第2番　ニ長調　Hob.VⅡd-4
モーツァルト ホルン協奏曲　第2番　変ホ長調　K.417
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2017/7/15 第652回
定期演奏会

ミューザ川崎
シンフォニーホール ジョナサン・ノット

メゾ・ソプラノ：藤村実穂子
ソプラノ：天羽明惠
合唱：東響コーラス
合唱指揮：富平恭平

細川俊夫 「嘆き」～メゾ・ソプラノとオーケストラのための
ゲオルク・トラークルの詩による

マーラー 交響曲　第2番　ハ短調 「復活」

2017/9/16 第653回
定期演奏会 サントリーホール アレクサンドル・

ヴェデルニコフ
合唱：東響コーラス
合唱指揮：富平恭平

ヒンデミット バレエ組曲「気高い幻想」
ストラヴィンスキー 詩篇交響曲
シベリウス 交響曲　第1番　ホ短調　op.39

2017/10/21 第654回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット オルガン：石丸由佳

ピアノ：児玉 桃

リスト バッハの名による前奏曲とフーガ S.260
（オルガン独奏）

シェーンベルク 管弦楽のための変奏曲　op.31
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲　op.43
ラヴェル ボレロ

2017/11/14 第655回
定期演奏会 サントリーホール ユベール・スダーン ピアノ：

フランク・ブラレイ

レーガー ベックリンによる4つの音詩　op.128
ダンディ フランスの山人の歌による交響曲　op.25
ドヴォルザーク 交響曲　第9番　op.95「新世界より」

2017/12/2 第656回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット

ホルン：
ジャーマン・ホルンサウンド

（クリストフ・エス
シュテファン・ショットシュテット
ゼバスティアン・ショル
ティモ・シュタイニンガー）

リゲティ ハンブルク協奏曲
～ホルンと室内アンサンブルのための

シューマン 4本のホルンと管弦楽のためのコンツェルト
シュテュック　op.86

ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2018/1/12 第657回
定期演奏会 サントリーホール 飯森範親 ピアノ：

アレクサンダー・ガヴリリュク

プロコフィエフ
交響曲　第1番　ニ長調　op.25「古典交響曲」
ピアノ協奏曲　第1番　変ニ長調　op.10

ムソルグスキー
／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2018/3/31 第658回
定期演奏会 サントリーホール マーク・

ウィグルスワース
ヴァイオリン：
ジェニファー・パイク

シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47

ブルックナー
交響曲　第4番　変ホ長調　

「ロマンティック」WAB104
（1888年版／コーストヴェット第３稿）

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

2017/5/10 第306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 ヴァイオリン：堀米 ゆず子

武満徹 3つの映画音楽
ベルク ヴァイオリン協奏曲 「ある天使の思い出のために」
ブルックナー 交響曲　第3番　ニ短調（1877年第2稿）

2017/6/24 第307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 メゾソプラノ：池田 香織

フンパ―ディング 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲
ワーグナー／
ヘンツェ

女声のための５つの詩
「ヴェーゼンドンク歌曲集」op.91

ドヴォルザーク 交響曲　第6番　ニ長調　op.60

2017/7/22 第308回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 藤岡 幸夫 ヴァイオリン：木嶋 真優

パーセル／
ブリテン シャコンヌ　ト短調（弦楽のための）

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

エルガー 交響曲　第1番　変イ長調　op.55

2017/9/8 第309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

ソプラノ：安井 陽子
テノール：中嶋 克彦
バス：妻屋 秀和
合唱：
東京シティ・フィル・コア

ハイドン オラトリオ「天地創造」Hob.XXⅠ－2

2017/10/19 第310回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 飯森 範親 チェロ：岡本 侑也 チャイコフスキー

イタリア奇想曲　op.45
ロココの主題による変奏曲　op.33
交響曲　第4番　ヘ短調　op.36

2017/11/11 第311回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 川瀬 賢太郎 ヴァイオリン：郷古廉

ハープ：平野花子

メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」op.27
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」

2018/1/20 第312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 ブラームス

交響曲　第4番　ホ短調　op.98
交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2018/2/17 第313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：マティアス・

キルシュネライト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第4番　ト長調　op.58

ラヴェル
スペイン狂詩曲
優雅で感傷的なワルツ
ラ・ヴァルス

2018/3/17 第314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 ヴァイオリン：渡辺 玲子＊ バーンスタイン

「キャンディード」序曲
セレナーデ（プラトンの饗宴による）＊

「ウェストサイド物語」より“シンフォニックダンス”
ディベルティメント
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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

2017/4/17
第828回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 アラン・ギルバート ヴァイオリン：リーラ・
ジョセフォウィッツ

ラヴェル バレエ音楽「マ・メール・ロワ」

J.アダムズ シェヘラザード.2 －ヴァイオリンと
管弦楽のための劇的交響曲（2014）（日本初演）

2017/4/18
第829回
定期演奏会
Bシリーズ

東京オペラシティ
コンサートホール アラン・ギルバート ヴァイオリン：リーラ・

ジョセフォウィッツ

ラヴェル バレエ音楽「マ・メール・ロワ」

J.アダムズ シェヘラザード.2 －ヴァイオリンと
管弦楽のための劇的交響曲（2014）（日本初演）

2017/4/22
第830回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 アラン・ギルバート ピアノ：
イノン・バルナタン

ベートーヴェン 劇付随音楽「エグモント」序曲　op.84
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲　op.43
ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2017/5/16
第831回
定期演奏会
Bシリーズ

東京オペラシティ
コンサートホール

マーティン・
ブラビンズ

ピアノ：
スティーヴン・オズボーン

バターワース 青柳の堤
ティペット ピアノ協奏曲（1955）（日本初演）
V.ウィリアムズ 交響曲　第2番　「ロンドン交響曲」

2017/5/21
第832回
定期演奏会
Ｃシリーズ

東京芸術劇場 マーティン・
ブラビンズ

ヴァイオリン：三浦文彰
ソプラノ：半田美和子 
女声合唱：新国立劇場合唱団 

エルガー ヴァイオリン協奏曲　ロ短調　op.61

V.ウィリアムズ 交響曲　第7番　「南極交響曲」

2017/5/31
第833回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 小泉和裕 ピアノ：アブデル・
ラーマン・エル＝バシャ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第5番　変ホ長調　op.73 
「皇帝」

シューマン 交響曲　第2番　ハ長調　op.61

2017/6/21
第834回
定期演奏会
Ｃシリーズ

東京芸術劇場 大野和士 ピアノ：ロジェ・ムラロ 
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ダンディ フランスの山人の歌による交響曲　op.25
ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」

2017/6/30
第835回
定期演奏会
Bシリーズ

東京オペラシティ
コンサートホール 大野和士 弦楽四重奏：

アルディッティ弦楽四重奏団 

ブリテン 歌劇『ピーター・グライムズ』より 
「パッサカリア」 op.33b

細川俊夫
弦楽四重奏とオーケストラのためのフルス（河）
－ 私はあなたに流れ込む河になる －（2014）

（日本初演）
スクリャービン 交響曲　第3番　ハ長調　op.43  「神聖な詩」

2017/7/10
第836回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 マルク・ミンコフスキ
ハイドン 交響曲　第102番　変ロ長調　Hob.I:102

ブルックナー 交響曲　第3番　ニ短調
（ノヴァーク1873年初稿版）

2017/7/22
第837回
定期演奏会
Ｃシリーズ

東京芸術劇場 ヤクブ・フルシャ 女声合唱：
新国立劇場合唱団＊

ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

スーク 交響詩「人生の実り」 op.34　＊

2017/9/4
第838回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 大野和士 ピアノ：
ハオチェン・チャン 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

2017/9/10
第839回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 大野和士

ソプラノ：林正子
テノール：吉田浩之
バリトン：ディートリヒ・ヘンシェル
合唱：
スウェーデン放送合唱団

ハイドン オラトリオ「天地創造」Hob.XXⅠ－2

2017/9/11
第840回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 大野和士

ソプラノ：林正子
テノール：吉田浩之
バリトン：ディートリヒ・ヘンシェル
合唱：
スウェーデン放送合唱団

ハイドン オラトリオ「天地創造」Hob.XXⅠ－2

2017/10/24
第841回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 小泉和裕 ヴァイオリン：
アリーナ・イブラギモヴァ

バルトーク ヴァイオリン協奏曲　第2番

フランク 交響曲　ニ短調 

2017/11/8
第842回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 ハンヌ・リントゥ

メゾソプラノ：
ニーナ・ケイテル
バリトン：
トゥオマス・プルシオ
男声合唱：
フィンランド・ポリテク男声合唱団

シベリウス クレルヴォ交響曲 op.7

シベリウス 交響詩「フィンランディア」op.26

2017/11/30
第843回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 小泉和裕 ヴァイオリン：堀米ゆず子

モーツァルト 交響曲　第35番　ニ長調　K.385「ハフナー」
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　ト短調　op.26

R.シュトラウス
交響詩「ドン・ファン」op.20
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

2017/12/11
第844回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 ヤクブ・フルシャ
ドヴォルザーク 序曲「オセロ」op.93
マルティヌー 交響曲　第2番　H.295
ブラームス 交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2017/12/16
第845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
マルティヌー 交響曲　第1番　H.289

ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2018/1/10
第846回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 大野和士
R.シュトラウス 組曲「町人貴族」 op.60

ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」

2018/1/18
第847回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 大野和士 ピアノ：ヤン・ミヒールス 
オンドマルトノ：原田 節

ミュライユ 告別の鐘と微笑み　－　オリヴィエ・メシアン
の追悼に（1992）

メシアン トゥーランガリラ交響曲
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2018/1/20
第848回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場
コンサートホール 大野和士 ピアノ：ヤン・ミヒールス 

オンドマルトノ：原田 節
ミュライユ 告別の鐘と微笑み　－　オリヴィエ・メシアン

の追悼に（1992）
メシアン トゥーランガリラ交響曲

2018/3/20
第849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 ショスタコーヴィチ 交響曲　第7番　ハ長調　op.60
「レニングラード」

2018/3/26
第850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 ピアノ：アレクサンドル・タロー
ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲　第2番　ヘ長調　op.102

ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2018/3/30
第851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
シューベルト 交響曲　 第7(８)番　ロ短調　D759「未完成」

チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」

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

2017/6/6

第112回
定期演奏会

（ポップス定期）
The Sound Of 
SHIMAKEN

東京芸術劇場 島健

ヴォーカル：森山良子
山崎まさよし
北翔海莉
島田歌穂

サックス：須川展也

H.アーレン Over the Rainbow
D.グルーシン It Might Be You
J.カーン Smoke Gets in Your Eyes
R.アドラー I’m not at all in Love
H.マンシーニ Moon River
H.マンシーニ Days of Wine and Roses
H.マンシーニ Charade
C-H.シェーンベルク On My Own
A.メンケン Beauty and the Beast
F.チャーチル Some Day My Prince Will Come
E.モリコーネ New Cinema Paradise
T.モンク ’Round Midnight
スティング An Englishman in NewYork
山崎将義 One more time,One more chance
J.ニッチェ Up Where We Belong
D.エリントン It Don’t Mean a Thing
J.スタイン People
島 健 HURRICANE
島 健 「やすらぎの郷」メインテーマ

2017/7/21 第113回
定期演奏会 東京芸術劇場 内藤彰

ソプラノ：浪川佳代
アルト：杣友惠子
テノール：内山信吾
バリトン：星野淳

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」

大木正夫 カンタータ「人間をかえせ」パート1
(峠三吉：原爆詩集より）

2017/9/28 第114回
定期演奏会 東京芸術劇場 内藤彰 ピアノ：稲田潤子

ラフマニノフ
パガニーニの主題による狂詩曲　op.43
ピアノ協奏曲　第4番　ト短調　op.40

ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2017/11/4 第115回
定期演奏会 東京芸術劇場 田中祐子 ヴァイオリン：柳田茄那子

武満徹 波の盆
ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲　イ短調　op.53
武満徹 ア・ウェイ・ア・ローンⅡ
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1945年版）

2018/1/27 第116回
定期演奏会 東京芸術劇場 秋山和慶 ピアノ：花房晴美

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ラヴェル ピアノ協奏曲　ト長調

チャイコフスキー 交響曲　第1番　ト短調　
op.13「冬の日の幻想」

2018/3/17 第117回
定期演奏会 東京芸術劇場 曽我大介 ピアノ：干野宜大

ベートーヴェン 「コリオラン」序曲　op.62
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2番　ニ長調　op.43

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

2017/5/21
第892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「オテロ」第3幕から舞曲
ザンドナーイ 歌劇「ジュリエッタとロメオ」より舞曲
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2017/6/18
第893回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 渡邊 一正 ピアノ：阪田 知樹
リスト

交響詩「レ・プレリュード」
ピアノ協奏曲　第1番　変ホ長調

ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2017/7/23
第894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
ソプラノ: 安井 陽子
メゾソプラノ: 山下 牧子
合唱：新国立劇場合唱団

マーラー 交響曲　第2番　ハ短調 「復活」
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2017/9/15
第895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
ソプラノ: 安井 陽子
メゾソプラノ: 山下 牧子
合唱：新国立劇場合唱団

マーラー 交響曲　第2番　ハ短調 「復活」

2017/9/18
第896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 ピアノ：イム・ジュヒ
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第3番　ハ短調　op.37

ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2017/10/22
第897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

グリンカ
幻想曲「カマリンスカヤ」
幻想的ワルツ
歌劇「皇帝に捧げし命」より第2幕“クラコヴィアク”

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」

リャードフ
交響詩「魔法にかけられた湖」
交響詩「キキモラ」
交響詩「バーバ・ヤガー」

リムスキー＝
コルサコフ

歌劇「雪娘」組曲
歌劇「見えざる町キーテジと
聖女フェヴローニャの物語」組曲
歌劇「皇帝サルタンの物語」組曲

2017/10/23
第898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

グリンカ
幻想曲「カマリンスカヤ」
幻想的ワルツ
歌劇「皇帝に捧げし命」より第2幕“クラコヴィアク”

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」

リャードフ
交響詩「魔法にかけられた湖」
交響詩「キキモラ」
交響詩「バーバ・ヤガー」

リムスキー＝
コルサコフ

歌劇「雪娘」組曲
歌劇「見えざる町キーテジと
聖女フェヴローニャの物語」組曲
歌劇「皇帝サルタンの物語」組曲

2017/12/5
第899回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール 伊藤 翔 ピアノ：小山 実稚恵
カバレフスキー 歌劇「コラ・ブルニョン」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
交響曲　第4番　ホ短調　op.36

2018/1/25
第900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
モーツァルト 交響曲　第41番　ハ長調　K.551「ジュピター」

ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2018/1/28
第901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
モーツァルト 交響曲　第41番　ハ長調　K.551「ジュピター」

ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2018/2/23
第902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 ピアノ：牛田 智大

シベリウス 交響詩「フィンランディア」op.26
グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　op.16

シベリウス
組曲「ペレアスとメリザンド」op.46
交響曲　第7番　ハ長調　op.105

2018/2/25
第903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 ピアノ：牛田 智大

シベリウス 交響詩「フィンランディア」op.26
グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　op.16

シベリウス
組曲「ペレアスとメリザンド」op.46
交響曲　第7番　ハ長調　op.105

2018/3/9
第904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

ピアノ：小曽根 真
エレクトリック・ベース：
ロバート・クビスジン
ドラムス：クラレンス・ペン

グルダ 私自身のための協奏曲（協奏的ソナタ）

ラフマニノフ 交響曲　第2番　ホ短調　op.27

2018/3/11
第905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

ピアノ：小曽根 真
エレクトリック・ベース：
ロバート・クビスジン
ドラムス：クラレンス・ペン

グルダ 私自身のための協奏曲（協奏的ソナタ）

ラフマニノフ 交響曲　第2番　ホ短調　op.27

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

2017/4/14
2017/4/15

第689回
定期演奏会 オーチャードホール ピエタリ・インキネン ブラームス

交響曲　第3番　ヘ長調　op.90
交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2017/5/26
2017/5/27

第690回
定期演奏会 東京文化会館 ピエタリ・インキネン

バリトン:ユッカ・ラジライネン
メゾソプラノ:リリ・パーシキヴィ
テノール:26日西村悟

27日ウィル・ヘルトマン
バリトン:ワーウィック・ファイフェ
ソプラノ:安藤赴美子
バリトン:畠山茂
テノール:片寄純也
アルト:池田香織
ソプラノ:林正子
メゾソプラノ:平井香織
アルト:清水華澄
テノール:与儀巧
バス:斉木健詞
バス:山下浩司

ワーグナー 楽劇「ラインの黄金」（演奏会形式）
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2017/6/16
2017/6/17

第691回
定期演奏会 東京文化会館 アレクサンドル・

ラザレフ ピアノ：若林顕
グラズノフ バレエ音楽「お嬢様女中」

プロコフィエフ
ピアノ協奏曲　第1番　変ニ長調　op. 10
スキタイ組曲「アラとロリー」op.20

2017/7/8
2017/7/9

第692回
定期演奏会 東京芸術劇場 広上淳一 ピアノ：ジャン＝エフラム・バウゼ

モーツァルト オペラ「魔笛」序曲
ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲　ニ長調
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

2017/9/8
2017/9/9

第693回
定期演奏会 サントリーホール 山田和樹

ブラッハー パガニーニの主題による変奏曲　op.26
石井眞木 遭遇Ⅱ番－雅楽とオーケストラのための
イベール 交響組曲「寄港地」
ドビュッシー 交響詩「海」

2017/10/27
2017/10/28

第694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 交響曲　第４番　変ホ長調　op.48
ショスタコーヴィチ 交響曲　第1番　ヘ短調　op.10

2017/11/17
2017/11/18

第695回
定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン

ラウタヴァーラ イン・ザ・ビギニング（日本初演）
ブルックナー 交響曲　第5番　変ロ長調

2017/12/8
2017/12/9

第696回
定期演奏会 サントリーホール 井上道義 ピアノ：渡辺康雄＊

ラヴェル 「マ・メール・ロワ」組曲
八村義夫 錯乱の論理　＊
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2018/1/26
2018/1/27

第697回
定期演奏会 サントリーホール 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
ブルックナー 交響曲　第7番　ホ長調

2018/3/2
2018/3/3

第698回
定期演奏会 サントリーホール 下野竜也 チェロ：

ルイジ・ピオヴァノ

スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲
尹伊桑 チェロ協奏曲
マクミラン イゾベル・ゴーティの告白
ブルックナー／
スクロヴァチェフスキ― 弦楽五重奏曲より「アダージョ」

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

2017/4/15 第567回
定期演奏会 東京芸術劇場 シルヴァン・

カンブルラン
ユディット：
イリス・フェルミリオン
青ひげ公：バリント・ザボ

メシアン 忘れられた捧げもの
ドビュッシー 「聖セバスティアンの殉教」交響的断章
バルトーク 歌劇「青ひげ公の城」op.11（演奏会形式）

2017/5/19 第568回
定期演奏会 東京芸術劇場 ゲンナジー・

ロジェストヴェンスキー ブルックナー 交響曲　第5番　変ロ長調 op.105（シャルク版）

2017/6/24 第569回
定期演奏会 東京芸術劇場 シモーネ・ヤング ピアノ：

ベフゾド・アブドゥライモフ
プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第3番　ハ長調　op.26
R.シュトラウス アルプス交響曲　op.64

2017/7/12 第570回
定期演奏会 東京芸術劇場 鈴木 秀美 ホルン＆トランペット：

ダヴィッド・ゲリエ
ハイドン

歌劇「真の貞節」序曲
ホルン協奏曲　第1番　ニ長調
オラトリオ「トビアの帰還」序曲
トランペット協奏曲　変ホ長調　

ベートーヴェン 交響曲　第7番　イ長調　op.92

2017/9/6 第571回
定期演奏会 東京芸術劇場 ヤツェク・カスプシク ヴァイオリン：

ギドン・クレーメル
ヴァインベルク ヴァイオリン協奏曲　ト短調　op.67（日本初演）
ショスタコーヴィチ 交響曲　第4番　ハ短調　op.43

2017/11/19 第572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

天使：エメーケ・バラート
聖フランチェスコ：
ヴァンサン・ル・テクシエ
重い皮膚病を患う人：
ペーター・ブロンダー
兄弟レオーネ：フィリップ・アディス
兄弟マッセオ：エド・ライオン
兄弟エリア：ジャン＝ノエル・
ブリアン　他

メシアン 歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」
（演奏会形式、全曲日本初演）

2017/12/12 第573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

メゾ・ソプラノ：藤村 実穂子
女声合唱：新国立劇場合唱団
児童合唱：TOKYO FM
児童合唱団、フレーベル
少年合唱団

マーラー 交響曲　第3番　ニ短調

2018/1/13 第574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
クラリネット：
イェルク・ヴィトマン

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”

ヴィトマン クラリネット協奏曲「エコー＝フラグメンテ」
（日本初演）

ブルックナー 交響曲　第6番　イ長調　op.106

2018/2/16 第575回
定期演奏会 サントリーホール ユーリ・

テミルカーノフ
ピアノ：
ニコライ・ルガンスキー

チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」op.32
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲　op.43
ラヴェル 組曲「クープランの墓」
レスピーギ 交響詩「ローマの祭」

2018/3/16 第576回
定期演奏会 サントリーホール ステファン・ブルニエ ヴァイオリン：

ルノー・カプソン

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲
ブゾーニ ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35a
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
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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

2017/4/8 第328回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎

エサ＝ペッカ・
サロネン フォーリン・ボディーズ

マーラー 交響曲　第1番　ニ長調「巨人」

2017/5/13 第329回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 児玉宏 ブルックナー 交響曲　第8番　ハ短調　WAB 108

             （1887年第1稿 ノヴァーク版）

2017/6/17 第330回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール カーチュン・ウォン ピアノ：松田華音 ラフマニノフ

ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.18
交響曲　第2番　ホ短調　op.27

2017/7/8 第331回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール ユベール・スダーン ヴァイオリン：佐藤俊介

モーツァルト
歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」序曲
ヴァイオリン協奏曲　第5番　イ長調　
K.219「トルコ風」

シューマン 交響曲　第2番　ハ長調　op.61（マーラー版）

2017/9/9 第332回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 外山雄三

外山雄三 オーケストラのための“玄奥”
シューベルト 交響曲　 第7(８)番　ロ短調　D759「未完成」
プロコフィエフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.100

2017/10/14 第333回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎 語り：唐田えりか

武満徹 系図ー若い人たちのための音楽詩
（詩：谷川俊太郎）＊

R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」op.40

2017/11/18 第334回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール マックス・ポンマー

J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲  op.437
シェーンベルク 浄められた夜　op.4
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」

2017/12/2 第335回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎

ドヴォルザーク 序曲「オセロ」op.93
スーク 組曲「おとぎ話」op.16
リムスキー=
コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」op.35

2018/1/27 第336回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 園田隆一郎 ピアノ：福間洸太朗

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」op.9
リスト ピアノ協奏曲　第2番　イ長調

ロッシーニ

歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
歌劇「アルミーダ」より第2幕バレエ音楽
歌劇「ウィリアム・テル」より第1幕パ・ド・シス
歌劇「セミラーミデ」序曲

ヴェルディ
歌劇「アッティラ」より前奏曲
歌劇「マクベス」より第3幕バレエ音楽

2018/2/17 第337回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 小泉和裕 ピアノ；小山実稚恵

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲
グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　op.16
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

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

2017/4/7 第388回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 鈴木優人 チェンバロ：鈴木優人

ヴァイオリン：木嶋真優

J.S.バッハ 管弦楽組曲　第3番　ニ長調　BWV1068

モーツァルト 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2番　ニ長調　op.36

2017/6/2 第389回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール ハインツ・ホリガー

オーボエ：
ハインツ・ホリガー
イングリッシュホルン：
マリー＝リーゼ・シュプバッハ

ハイドン 交響曲　第104番　ニ長調　「ロンドン」
Hob. I-104

フィアラ オーボエ、イングリッシュホルンと
管弦楽のためのコンチェルタンテ 変ホ長調

ホリガー メタ・アルカ（2012）
シェーンベルク 室内交響曲　第1番 ホ長調　op.9

2017/6/24 第390回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

リーダー・ヴァイオリン：
アビゲイル・ヤング

ショスタコーヴィチ 室内交響曲　op.110a
ラヴェル ツィガーヌ
バターワース 青柳の堤（1913）
モーツァルト 交響曲　第29番　イ長調　K.201

2017/7/8 第391回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 辻 博之 ソプラノ：鷲尾麻衣

メゾ・ソプラノ：鳥木弥生 モーツァルト

交響曲　第25番　ト短調　K.183
歌劇「ドン・ジョバンニ」序曲　K.527
歌劇「フィガロの結婚」K.492より　お先にどうぞ
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」K.588より　
私あの栗色のほうがいいわ
コントルダンス　ニ長調　「雷雨」K.534
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」K.588より　
女が15歳になれば
歌劇「皇帝ティトの慈悲」K.621より　
行こう、だが愛しい人よ
歌劇「ポントの王、ミトリダーテ」序曲 K.87
歌劇「ポントの王、ミトリダーテ」 K.87より
私が生きることがかなわなくても
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2017/7/18 第392回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義

オルガン：
ティエリー・エスケシュ
チェロ：
ルドヴィート・カンタ

シューベルト 交響曲　 第7(８)番　ロ短調　D759「未完成」
サン＝サーンス チェロ協奏曲　第1番　イ短調　op.33

エスケシュ オルガン協奏曲 第3番「時の4つの顔」
（新作委嘱、世界初演）

2017/9/20 第393回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義 ヴァイオリン：神尾真由子

ペルト ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌

ベートーヴェン
ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.61
交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」

2017/10/18 第394回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール シュテファン・ヴラダー ピアノ：

シュテファン・ヴラダー モーツァルト
ピアノ協奏曲　第21番　ハ長調　K.467
ピアノ協奏曲　第24番　ハ短調　K.491
交響曲　第41番　ハ長調　K.551「ジュピター」

2017/11/18 第395回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

ミヒャエル・
ザンデルリンク

ピアノ：
ソフィー＝マユコ・フェッター

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 op.26
モーツァルト ピアノ協奏曲　第18番　変ロ長調　K.456
ヨスト ゴースト・ソング（2017）
モーツァルト 交響曲　第39番　変ホ長調　K.543

2017/11/30 第396回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

デイヴィッド・
アサートン

エルガー 二つの小品「夜の歌」「朝の歌」　op.15

バートウィッスル ヴィルレー（泉をじっと見つめている間）
（2008）

ディーリアス 劇付随音楽「ハッサン」より間奏曲、セレナーデ
ブリテン シンプル・シンフォニー　op.4
ベートーヴェン 交響曲　第7番　イ長調　op.92

2018/1/6 第397回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

リーダー・ヴァイオリン：
フォルクハルト・シュトイデ

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲　ホ短調　op.64
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
E.シュトラウス ポルカ「テープは切られた」　op.45
J.シュトラウス ポルカ「鍛冶屋」　op.269
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ　op.214
E.シュトラウス／
ヨーゼフ.シュトラウス／
J.シュトラウスⅡ

射撃のカドリーユ

J.シュトラウスⅡ
ウィーン気質　op.354
ロシアの行進曲風幻想曲　op.353
美しく青きドナウ　op.314

2018/2/3 第398回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義 チェロ：

アレクサンドル・クニャーゼフ

ヒンデミット 序曲「エロスとプシュケ」
ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲　第1番　変ホ長調　op.107
メンデルスゾーン 弦楽八重奏曲　変ホ長調　op.20
ヒンデミット 交響曲「画家マティス」

2018/2/24 第399回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール マティアス・バーメルト フルート：

ジャスミン・チェイ

アリアーガ 交響曲　ニ長調／ニ短調

モーツァルト フルートと管弦楽のためのアンダンテ　
ハ長調　K.315

尾高尚忠 フルート協奏曲　op.30a
シューベルト 交響曲　第6番　ハ長調　D589

2018/3/10 第400回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 北谷直樹

チェンバロ：北谷直樹
声楽アンサンブル：
ラ・フォンテヴェルデ
ヴァイオリン：アビゲイル・ヤング

ヴェラチーニ 序曲（管弦楽組曲）第6番　ト短調

ゼレンカ
2つのオーボエ、
ファゴットと通奏低音のためのソナタ
第5番　ヘ長調　ZWV181-5

ヴィヴァルディ 弦楽と通奏低音のための協奏曲　ト短調　
RV156

ヴィヴァルディ／
バッハ チェンバロ協奏曲　ハ長調より第1楽章

ヴィヴァルディ／
北谷直樹

オルガンと弦楽のためのアリア
（歌劇「ダリウスの戴冠」RV719より）

ヴィヴァルディ／
マックス・リヒター

四季より「春」第1,3楽章
四季より「夏」第3楽章

J.S.バッハ
ミサ曲　ロ短調　BWV232　
第4曲、第5曲、第8曲、第9曲、
第11曲、第12曲、第22曲、第26曲、第27曲

2018/3/17 第401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：反田恭平

プーランク オーパード（朝の歌）ピアノと18の楽器のため
の舞踊協奏曲 FP.51

ハイドン
交響曲　第6番　ニ長調　「朝」Hob.I-6
交響曲　第7番　ハ長調　「昼」Hob.I-7
交響曲　第8番　ト長調　「晩」Hob.I-8

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

2017/5/12 第154回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 角田鋼亮 ヴァイオリン：

アンドレア・オビソ チャイコフスキー
ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
交響曲　第3番　ニ長調　op.29　「ポーランド」

2017/6/16 第155回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 藤岡幸夫 ヴァイオリン：イ・ユジン

V.ウィリアムズ 「グリーンスリーヴス」による幻想曲
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲　ホ短調　op.64
V.ウィリアムズ 交響曲　第5番　ニ長調
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2017/7/28 第156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

ヴァイオリン：
フランシスコ・フラナ ドヴォルザーク

序曲「オセロ」op.93　B.174
ヴァイオリン協奏曲　イ短調　op.53　B.108
交響曲　第9番　ホ短調　op.95　B.178　

「新世界より」

2017/9/29 第157回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 松尾葉子 ヴィオラ：百武由紀

コダーイ
ガランタ舞曲
ハンガリー民謡「孔雀」による変奏曲

バルトーク
ヴィオラ協奏曲（シェルイ補筆版）
舞踊組曲

2017/11/24 第158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

ヴァイオリン：
アンドレイ・バラノフ

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲　op.5
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲　第2番　ト短調　op.63
チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64

2018/1/26 第159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

コントラバス：
アレクサンドル・シーロ

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」op.9
クーセヴィツキー コントラバス協奏曲　嬰ヘ短調　op.3
ベートーヴェン 交響曲　第2番　ニ長調　op.36

2018/3/10 第160回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 大友直人 チェロ：佐藤晴真

エルガー チェロ協奏曲　ホ短調　op.85
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

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

2017/4/21
2017/4/22

第445回
定期演奏会
＜シドニーⅠ　
シューベルト・
レイヴ＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール ニコラス・ミルトン 弦楽四重奏：

ウェールズ弦楽四重奏団

シューベルト 交響曲　 第7(８)番　ロ短調　D759「未完成」

ハインドソン 弦楽四重奏と弦楽オーケストラのための幻想曲
「レイヴ・アンド・ナイティンゲール」（日本初演）

エルガー 創作主題による変奏曲「エニグマ」 op. 36

2017/6/2
2017/6/3

第446回
定期演奏会
＜サンクトペテ
ルブルク ロシア
革命100年＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 川瀬賢太郎 ヴァイオリン：

ノア・ベンディックス＝バルグリー

吉松隆 鳥は静かに…　op.72
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12番　ニ短調　op.112　
「1917年」

2017/6/30
2017/7/1

第447回
定期演奏会
＜ベルリン　
ドイツのホルン＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 小泉和裕 ホルン：

シュテファン・ドール

モーツァルト 交響曲　第40番　ト短調　K.550

R.シュトラウス

ホルン協奏曲　第1番　変ホ長調　op.11
交響詩「ドン・ファン」op.20
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

2017/7/21
2017/7/22

第448回
定期演奏会
＜メキシコシティ 
マイ・メキシカン・
ソウル＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール

アロンドラ・デ・
ラ・パーラ

クラリネット：
アレッサンドロ・カルボナーレ

モーツァルト
歌劇『ドン・ジョヴァンニ』序曲　K.527
クラリネット協奏曲　イ長調　K.622

モンカーヨ ウアパンゴ
マルケス ダンソン　第2番
ヒナステラ バレエ音楽「エスタンシア」組曲　op.8a

2017/9/8
2017/9/9

第449回
定期演奏会
＜南京 中国の
不思議な旋律＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 井上道義 ヴィオラ：

ウェンティン・カン

ストラヴィンスキー 交響詩「夜鳴きうぐいすの歌」
ウォルトン ヴィオラ協奏曲
ペルト フラトレス
ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

2017/10/6
2017/10/7

第450回
定期演奏会
＜名古屋 名古屋の
歌声とともに／
宗教改革500年＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 小泉和裕

ソプラノ：安井陽子
カウンターテナー：藤木大地
バリトン：トーマス・バウアー
合唱：グリーン・エコー
児童合唱：名古屋少年
少女合唱団

メンデルスゾーン 交響曲　第5番　ニ長調　op.107「宗教革命」

オルフ 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」

2017/11/17
2017/11/18

第451回
定期演奏会
＜ロスアンジェルス
アメリカ・サウンド＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール

エドウィン・アウト
ウォーター

トランペット：
トーマス・フートゥン

B.ハーマン 映画音楽「めまい」組曲
J.ウイリアムズ トランペット協奏曲

酒井健治 交響曲　第1番「スピリトゥス」
（新作委嘱、世界初演）

ガーシュイン 歌劇「ポーギーとベス」より組曲
「キャットフィッシュ・ロウ」

2017/12/8
2017/12/9

第452回
定期演奏会
＜トリノⅠ　
トリノの聖骸布＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 下野竜也 ピアノ：

ヤン・リシエツキ

ペルト シンドーネ（トリノの聖骸布）
モーツァルト ピアノ協奏曲　第20番　ニ短調　K.466
ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

2018/1/19
2018/1/20

第453回
定期演奏会
＜パリ 小泉和裕の

『春祭』＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 小泉和裕 ピアノ：小川典子

ベルリオーズ 序曲「海賊」op.21
グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　op.16
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2018/2/16
2018/2/17

第454回
定期演奏会
＜シドニーⅡ　
1万ドルのシンフォニー＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 広上淳一 ヴァイオリン：

アリーナ・ポゴストキーナ

クーネ エレヴェーター・ミュージック（日本初演）
シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47

アッテルベリ 交響曲　第6番　ハ長調　op.31　
「ドル・シンフォニー」

2018/3/16
2018/3/17

第455回
定期演奏会
＜トリノⅡ
小泉和裕の

『悲愴』>

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 小泉和裕 チェロ：

エンリコ・ディンド

ベートーヴェン 劇付随音楽「エグモント」序曲　op.84

チャイコフスキー
ロココ風の主題による変奏曲　op.33

交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」
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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

2017/4/21 第611回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール

アレクサンダー・
リープライヒ ピアノ：北村朋幹

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 op.26
ショパン ピアノ協奏曲　第2番　ヘ短調　op.21
ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲

2017/5/20
2017/5/21

第612回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 高関健 ブルックナー 交響曲　第5番　変ロ長調（原典版）

2017/6/23 第613回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 小泉和裕 ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」第3番　op.72b
交響曲　第2番　ニ長調　op.36
交響曲　第7番　イ長調　op.92

2017/7/15
2017/7/16

第614回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 広上淳一 ヴァイオリン：

ピンカス・ズーカーマン

ブラームス 大学祝典序曲　op.80
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3番　ヘ長調　op.90

2017/8/13 第615回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 川瀬賢太郎

ソプラノ：小川 里美
メゾソプラノ：福原 寿美枝
テノール：藤田 卓也
バス：妻屋 秀和
合唱：京響コーラス

ヴェルディ レクイエム

2017/9/2
2017/9/3

第616回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール

ジョン・
アクセルロッド

武満徹 死と再生～「黒い雨」より
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」op.24
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2017/10/13 第617回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール 広上淳一 ヴァイオリン：

ボリス・ベルキン

ウォルトン 「スピットファイア」前奏曲とフーガ
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
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2017/11/25
2017/11/26

第618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：

アンナ・フェドロヴァ
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第5番　変ホ長調　op.73「皇帝」
J.アダムス ハルモニーレーレ

2018/1/20
2018/1/21

第619回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール

ジェームズ・
ジャッド

ヴァイオリン：木嶋真優
女声合唱：京響コーラス

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲　第2番　ト短調　op.63
ホルスト 組曲「惑星」op.32

2018/2/16 第620回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール オリ・ムストネン ピアノ：

オリ・ムストネン

O.ムストネン 弦楽オーケストラのためのトリプティーク
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第3番　ハ短調　op.37
シベリウス 交響曲　第2番　ニ長調　op.43

2018/3/17
2018/3/18

第621回
定期演奏会

京都コンサートホール
大ホール

ジャンルイジ・
ジェルメッティ

チェロ：
ルイジ・ピオヴァノ

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　op.104

ラヴェル
道化師の朝の歌
亡き王女のためのパヴァーヌ
ボレロ

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

2017/4/13 第209回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡清高

ブラームス 大学祝典序曲　op.80
R.フックス セレナーデ 第3番　ホ短調　op.21
F.シュミット 交響曲　第2番　変ホ長調

2017/5/18 第210回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール オーラ・ルードナー トンボーン：

ファブリス・ミリシェー

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
ロータ トロンボーン協奏曲　ハ長調
チャイコフスキー 交響曲　第1番　ト短調　op.13「冬の日の幻想」

2017/7/27 第211回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ガブリエル・フェルツ ソプラノ：木澤佐江子

R.シュトラウス 交響詩「死と変容」op.24

シューベルト
交響曲　第４番　ハ短調　D417「悲劇的」
交響曲　 第7(８)番　ロ短調　D759「未完成」

R.シュトラウス ４つの最後の歌

2017/9/21 第212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

ソプラノ：尾崎比佐子
アルト：福原寿美枝
テノール：松本薫平
バス：萩原寛明

ヴェルディ レクイエム

2017/10/26 第213回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 外山雄三 ピアノ：

コルネリア・ヘルマン

北爪道夫 パラレル・Ⅱ　－オーケストラのためのー
（委嘱作品、世界初演）

シューマン ピアノ協奏曲　イ短調　op.54
ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

2017/12/8 第214回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール デリック・イノウエ コントラバス：

エディクソン・ルイース

シューマン 序曲、スケルツォとフィナーレ　op.52
クーセヴィツキー コントラバス協奏曲　嬰ヘ短調　op.3
シューマン 交響曲　第4番　ニ短調　op.120

2018/1/12 第215回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡清高

ロット
「ハムレット」序曲（日本初演）
「管弦楽のための組曲　変ロ長調」からの二章
「管弦楽のための組曲　ホ長調」からの二章

マーラー 交響形式による二部の音詩「巨人」
（1893年ハンブルク稿）

2018/2/22 第216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：森下幸路

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲
外山雄三 ヴァイオリン協奏曲　第1番　op.40
チャイコフスキー 交響曲　第4番　ホ短調　op.36
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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

2017/4/25
2017/4/26

第507回
定期演奏会 フェスティバルホール 大植英次

ソプラノ：森 麻季
テノール：藤木大地
バリトン：与那城 敬
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

ベートーヴェン 交響曲　第7番　イ長調　op.92

オルフ 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」

2017/5/12
2017/5/13

第508回
定期演奏会 フェスティバルホール ウラディーミル・

フェドセーエフ
ウェーバー

歌劇「オベロン」序曲
交響曲　第1番　ハ長調　op.19

チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64

2017/6/23
2017/6/24

第509回
定期演奏会 フェスティバルホール 準・メルクル ピアノ：

ニコラ・アンゲリッシュ

ファリャ バレエ組曲「恋は魔術師」（1925年版）
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲　op.43
ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

2017/7/27
2017/7/28

第510回
定期演奏会 フェスティバルホール エリアフ・インバル マーラー 交響曲　第6番　イ短調「悲劇的」

2017/9/26
2017/9/27

第511回
定期演奏会 フェスティバルホール ユーベル・スダーン シューベルト

交響曲　 第7(８)番　ロ短調　D759「未完成」
交響曲　第８番　ハ長調　Ｄ944「グレイト」

2017/10/19
2017/10/20

第512回
定期演奏会 フェスティバルホール ラドミル・エリシュカ

ソプラノ：木下美穂子
バリトン：青山 貴
合唱：
大阪フィルハーモニー合唱団

ドヴォルザーク
伝説曲　op.59 より第1曲、2曲、3曲、4曲
テ・デウム　ト長調　op.103
交響曲　第6番　ニ長調　op.60

2017/11/22
2017/11/23

第513回
定期演奏会 フェスティバルホール 尾高忠明 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」

2018/1/18
2018/1/19

第514回
定期演奏会 フェスティバルホール 角田鋼亮 ヴァイオリン：竹澤恭子

コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
マーラー 交響曲　第1番　ニ長調「巨人」

2018/2/16
2018/2/17

第515回
定期演奏会 フェスティバルホール アンドレア・

バッティストーニ レスピーギ
交響詩「ローマの噴水」
交響詩「ローマの祭」
交響詩「ローマの松」

2018/3/9
2018/3/10

第516回
定期演奏会 フェスティバルホール 井上道義

ピアノ：
アレクサンデル・ガジェヴ
合唱：
大阪フィルハーモニー合唱団

バーバー ピアノ協奏曲　op.38

ショスタコーヴィチ
交響曲　第2番　ロ長調　op.14

「十月革命に捧げる」
交響曲　第3番　変ホ長調　op.20「メーデー」

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

2017/4/29 第282回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎

ソプラノ：澤畑恵美
メゾ・ソプラノ：池田香織
テノール：畑儀文
バス・バリトン：片桐直樹
合唱：関西フィルハーモニー合唱団

ベートーヴェン ミサ・ソレムニス　ニ長調　op.123

2017/5/17 第283回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫 ピアノ：

シプリアン・カツァリス
ラヴェル

ラ・ヴァルス
ピアノ協奏曲　ト長調

V.ウィリアムズ 交響曲　第5番　ニ長調

2017/6/22 第284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：郷古廉
ブラームス

悲劇的序曲　op.81
ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.77

シューベルト 交響曲　第5番　変ロ長調　 D.485

2017/7/5 第285回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール

ディエゴ・
マルティン・
エチェバリア

ホルン：
シュテファン・ドール

モーツァルト ホルン協奏曲　第3番　変ホ長調　K.447
R.シュトラウス ホルン協奏曲　第2番　変ホ長調
シューマン 交響曲　第2番　ハ長調　op.61

2017/9/20 第286回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ロッセン・ゲルゴフ

ヴァイオリン：岩谷祐之
チェロ：
パヴェル・ゴムツィアコフ

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
交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2017/10/19 第287回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫 ピアノ：松田華音　

大島ミチル 管弦楽曲「サマ～空から、そして空へ」（世界初演）
グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　op.16
シベリウス 交響曲　第5番　変ホ長調　op.82

2017/11/23 第288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：横山幸雄

フランク ヴァイオリン・ソナタ　イ長調
サン＝サーンス ピアノ協奏曲　第2番　ト短調　op.22
ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」op.9
デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」

2018/2/28 第289回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ヴォルフラム・

クリスト

シューベルト 交響曲　第3番　ニ長調　D.200
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」op.24
ウェーバー 「トゥーランドット」序曲
ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

2018/3/31 第290回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎 ブルックナー 交響曲　第8番　ハ短調　

（ノヴァーク版1890年稿）



定
期
公
演
記
録

16Japanese professional orchestras yearbook 2018

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

2017/4/21
2017/4/22

第216回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 ピアノ：江崎 昌子

エロール 歌劇「ザンパ」 序曲
ショパン ピアノ協奏曲　第1番　ホ短調　op.11

モーツァルト
レ・プティ・リアン　 K. 299b
交響曲　第31番　ニ長調　K.297 「パリ」

2017/6/16
2017/6/17

第217回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ドミトリー・

シトコヴェツキー
ヴァイオリン：
ドミトリー・シトコヴェツキー

J.アダムス 管弦楽のためのフォックストロット「議長は踊る」
コリリアーノ 「レッド・ヴァイオリン」組曲
シューマン 交響曲　第2番　ハ長調　op.61

2017/7/7
2017/7/8

第218回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ヤーノシュ・

コヴァーチュ
チェロ：
イェンス=ペーター・マインツ

リスト 交響詩「レ・プレリュード」
シューマン チェロ協奏曲　イ短調　op. 129

コダーイ
ハンガリー民謡「飛べよ孔雀」による変奏曲
ガランタ舞曲

2017/9/15
2017/9/16

第219回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親

ピアノ：
ジョージ・ヴァチナーゼ
ヴィオラ：丸山奏

ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第3番　ニ短調　op.30

カンチェリ ステュクス～ヴィオラ、混声合唱と管弦楽のための

2017/10/20
2017/10/21

第220回 
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 秋山和慶 ヴァイオリン：

アリーナ・イブラギモヴァ
ブラームス

大学祝典序曲　op.80
ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.77

シベリウス 交響曲　第1番　ホ短調　op.39

2017/11/17
2017/11/18

第221回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール デイヴィッド・

アサートン
ヴァイオリン：郷古 廉
ハープ：髙野 麗音

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
ディーリアス 劇付随音楽「ハッサン」より間奏曲、セレナーデ
エルガー 創作主題による変奏曲「エニグマ」　op. 36

2018/1/19
2018/1/20

第222回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 ピアノ：アレクサンダー・

ガヴリリュク

プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第1番　変ニ長調　op. 10

ブルックナー 交響曲　第4番　変ホ長調 「ロマンティック」
（1878/1880年稿）

2018/3/16
2018/3/17

第223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：小山実稚恵

ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.18
ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」
ショスタコーヴィチ 交響曲　第9番　変ホ長調　op. 70

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
2017/4/21
2017/4/22
2017/4/23

第95回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
大ホール ジョセフ・ウォルフ ヴァイオリン：漆原朝子 エルガー

ヴァイオリン協奏曲　ロ短調　op.61

交響曲　第1番　変イ長調　op.55
2017/5/26
2017/5/27
2017/5/28

第96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 ハープ：吉野直子

ロドリーゴ アランフェス協奏曲（ハープ）

ブルックナー 交響曲　第6番　イ長調（ハース版）

2017/6/23
2017/6/24
2017/6/25

第97回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
大ホール

ヤン・パスカル・
トルトゥリエ ヴァイオリン：神尾真由子

モーツァルト 歌劇「後宮からの誘拐」序曲　K.384
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 　ニ長調 　op.35
ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2017/8/11
2017/8/12
2017/8/13

第98回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
大ホール パスカル・ロフェ ピアノ：萩原麻未

ラヴェル
クープランの墓
ピアノ協奏曲　ト長調

ムソルグスキー
／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2017/9/15
2017/9/16
2017/9/17

第99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 ピアノ：ロジェ・ムラロ

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

2017/10/6
2017/10/7
2017/10/8

第100回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター 
大ホール ヨエル・レヴィ ピアノ：ピョートル・

アンデルシェフスキ

コダーイ ガランタ舞曲
バルトーク ピアノ協奏曲　第3番
プロコフィエフ 「ロメオとジュリエット」組曲（抜粋）

2017/11/17
2017/11/18
2017/11/19

第101回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター 
大ホール キース・ロックハート ピアノ：反田恭平

ガーシュイン
パリのアメリカ人
ラプソディー・イン・ブルー

コープランド 交響曲　第3番

2018/1/19
2018/1/20
2018/1/21

第102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 オーケストラ・

アンサンブル金沢

ハイドン 交響曲　第44番　ホ短調　
Hob.Ⅰ－44「悲しみ」（アン金）

フォーレ 「ペレアスとメリザンド」組曲　op.80（PAK)

チャイコフスキー
幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」　op.32（合同）
大序曲「1812年」　op.49（合同）

2018/2/16
2018/2/17
2018/2/18

第103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：三浦文彰

J.マクミラン ブリタニア
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」

2018/3/9
2018/3/10
2018/3/11

第104回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター 
大ホール

マティアス・
バーメルト

チェロ：
ルイジ・ピオヴァノ

マスネ 組曲　第4番「絵のような風景」
サン＝サーンス チェロ協奏曲　第1番　イ短調　op.33

レスピーギ
交響詩「ローマの噴水」
交響詩「ローマの祭」
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広島交響楽団

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

2017/4/16 第369回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール 下野竜也 ブルックナー 交響曲　第8番　ハ短調 (ハース版)

2017/5/26 第370回
定期演奏会 広島文化学園ＨＢＧホール ジャン＝クロード・

カサドシュ
トロンボーン：
ファブリス・ミリシェー

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」　op.9
トマジ トロンボーン協奏曲
チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」

2017/6/9 第371回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール ロベルト・

トレヴィーノ
ファゴット：
ソフィー・ダルティガロング

モーツァルト ファゴット協奏曲　変ロ長調　 K.191
ブラームス ハイドンの主題による変奏曲　op.56a
ドヴォルザーク 交響曲　第7番　ニ短調 　op.70

2017/7/7  第372回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール 下野竜也 ホルン：

ラデク・バボラーク

黛敏郎 曼荼羅交響曲
パウエル ホルン協奏曲
シューマン 交響曲　第2番 ハ長調　op.61

2017/9/8 第373回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール クリスティアン・

アルミンク
R.シュトラウス ヨセフ伝説からの交響的断章　TrV231a
ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2017/10/27 第374回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール 下野竜也 ヴァイオリン：

セルゲ・ツィマーマン

團伊玖磨 管絃楽幻想曲「飛天繚乱」
ベルク ヴァイオリン協奏曲 「ある天使の思い出のために」
シューマン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.97「ライン」

2017/11/14
広島交響楽団
第375回
プレミアム定期
演奏会

広島文化学園HBGホール ハンヌ・リントゥ ピアノ：
カティア・ブニアティシヴィリ

ストラヴィンスキー 葬送の歌　op.5
チャイコフスキー ピアノ協奏曲　第1番　変ロ短調　op.23
バルトーク 管弦楽のための協奏曲　Sz.116

2018/1/19 第376回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール 秋山和慶 ピアノ：伊藤恵

ドヴォルザーク
序曲「自然の中で」op.91
ピアノ協奏曲　ト短調　op.33

ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲

2018/2/9 第377回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール 下野竜也 ピアノ：河村尚子

芥川也寸志 交響管弦楽のための音楽
プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第3番　ハ長調　op.26
シューマン 交響曲　第4番　ニ短調　op.120

2018/3/3 第378回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール パスカル・ロフェ ピアノ：萩原麻未

ラヴェル 古風なメヌエット
プロコフィエフ バレエ「シンデレラ」組曲　第1番　op.107

ラヴェル
左手のためのピアノ協奏曲　ニ長調
ボレロ

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

2017/4/21 第357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：

アレクセイ・ゴルラッチ

ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲　op.43
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

2017/5/26 第358回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール ゴロー・ベルク トランペット：

ラインホルト・フリードリッヒ

シューマン 歌劇「ゲノヴェーヴァ」　op.81 序曲
ハイドン トランペット協奏曲　変ホ長調　Hob.VIIe:1
M.ハイドン トランペット協奏曲　ニ長調　MH104
シューマン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.97「ライン」

2017/6/22 第359回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 井上道義 サクソフォン：上野耕平

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」
ドビュッシー アルト・サクソフォンと管弦楽のための狂詩曲
リスト ハンガリー狂詩曲　第2番　ニ短調 S359-4

エネスコ ルーマニア狂詩曲　第1番　イ長調　
op.11-1

伊福部昭 日本狂詩曲
外山雄三 管弦楽のためのラプソディー

2017/7/11 第３60回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール

セバスティアン・
ヴァイグレ

ワーグナー
歌劇「タンホイザー」序曲～ヴェーヌスベルクの音楽
楽劇「トリスタンとイゾルデ」第1幕への前奏曲
歌劇「リエンツィ」序曲

ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2017/9/22 第361回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール

ガエタノ・
デスピノーサ

ヴァイオリン：
チャン・ユジン

モーツァルト 交響曲　第35番　ニ長調　K.385「ハフナー」
ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲　二調
フランク 交響曲　ニ短調　op.48

2017/10/15 第362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

ソプラノ：安井陽子
カウンターテナー：藤木大地
バリトン：青山貴
合唱：九響合唱団
児童合唱：久留米児童合唱団

メンデルスゾーン 交響曲　第5番　ニ長調　op.107「宗教改革」

オルフ 世俗的カンタータ「カルミナ・ブラーナ」

2017/11/10 第363回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール リ・シンサオ ピアノ：ベン・キム

徐振民 交響詩「楓橋夜泊」
ラヴェル ピアノ協奏曲　ト長調
シベリウス 交響曲　第2番　ニ長調　op.43

2017/12/7 第364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：

ゲルハルト・オピッツ
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第5番　変ホ長調　op.73「皇帝」
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」（1967年版）

2018/2/9 第365回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 飯守泰次郎 ヴァイオリン：松山冴花

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲　第3番　ト長調　K.216
ワーグナー／
フリーヘル

楽劇「ニーベルングの指環」オーケストラル・
アドヴェンチャー
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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

2017/5/20 第101回定期演奏会 
～北の情景そして熱い心～ 習志野文化ホール 山下 一史 ヴァイオリン：青木尚佳

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 op.92
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
シベリウス 交響曲第2番 ニ長調 op.43

2017/10/15 第102回定期演奏会 
～あふれる叙情への誘い～ 千葉県文化会館大ホール 山下 一史 ピアノ：河村尚子

ブラームス ピアノ協奏曲第２番 変ロ長調 作品83
ブラームス 交響曲第２番 二長調 作品73 

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

2017/10/14 藝大フィルハーモニア
定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 ラースロー・

ティハニ ツィムバロム：ダーニエル・サボー
コダーイ ガラーンタ舞曲
コダーイ 組曲《ハーリ・ヤーノシュ》
ストラヴィンスキー バレエ組曲《火の鳥》（1945年版）

2017/11/18 藝大フィルハーモニア
定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 大塚直哉

ソプラノI：安川 みく（修士3年）
ソプラノII：野間 愛（博士２年）
アルト：横瀬 まりの（修士2年）
テノール：金沢 青児（修士1年）
バス：西久保 孝弘（修士3年）
バス：黒田 祐貴（修士2年）
合唱：東京藝術大学音楽学部
声楽科学生
オーケストラ：
藝大フィルハーモニア管弦楽団

バッハ 《ミサ曲》ロ短調 BWV.232

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

2017/9/22 第36回定期演奏会 なかのＺＥＲＯ 大ホール 松岡究

ソプラノ：谷明美
テノール：土崎譲
バリトン：藪内俊弥 
東京ユニバーサル・
フィルハーモニー合唱団
練馬児童合唱団

オルフ 世俗的カンタータ「カルミナ・ブラーナ」

ムソルグスキー
（ラヴェル編） 組曲「展覧会の絵」

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

2017/4/29 第71回定期演奏会 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：青木尚佳

ドヴォルザーク 序曲「フス教徒」 op.67
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.19
チャイコフスキー 交響曲第6番 ロ短調 op.74 「悲愴」

2017/4/29 第71回定期演奏会 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：青木尚佳

ドヴォルザーク 序曲「フス教徒」 op.67
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.19
チャイコフスキー 交響曲第6番 ロ短調 op.74 「悲愴」

2017/5/27 第72回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 曽我大介 チェロ：ムン・テグク

モーツァルト 交響曲第32番 ト長調 K.318
エルガー 愛のあいさつ op.１２
ハイドン チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob.VIIb:1 
バルトーク ルーマニア民族舞曲
ベートーヴェン 交響曲第1番 ハ長調 op.21

2017/7/2 第73回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 海老原光 県民参加による合唱団、

音楽青葉会、静岡児童合唱団

スメタナ 連作交響詩「わが祖国」 
－ 第2曲 モルダウ

松下耕 混声合唱とオーケストラのためのカンタータ
「水脈速み」

メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」 Op.27
ベートーヴェン 交響曲第8番 ヘ長調 op.93

2017/9/16 第74回定期演奏会 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：小川典子

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 Op.21

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 「皇帝」 
Op.73

ブラームス 交響曲第2番 ニ長調 Op.73

2017/10/14 第75回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 大井剛史 ヴァイオリン：漆原啓子

ベートーヴェン 序曲 ハ長調 「命名祝日」op.115
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61
メンデルスゾーン 交響曲第3番 イ短調 「スコットランド」op.56

準　会　員 



定
期
公
演
記
録

19Japanese professional orchestras yearbook 2018

2017/12/16 第76回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール

篠﨑靖男, 
静岡県知事 
川勝平太

半田美和子（ソプラノ）、
永井和子（メゾ・ソプラノ）、
五十嵐修（テノール）、
大塚博章（バリトン）
参加管弦楽：
常葉大学短期大学部音楽科
合唱：県民参加による合唱団、
静岡児童合唱団・青葉会スペリオル
常葉大学短期大学部音楽科コーラス

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 op.84

ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱付き」ニ短調 
op.125

2018/3/18 第77回定期演奏会 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：青木高志

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」 － 序曲
エルガー 愛の挨拶

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 
－ 間奏曲

マスネ 歌劇「タイス」 － 瞑想曲
ブラームス ハンガリー舞曲 第5番
ドヴォルザーク スラヴ舞曲第10番
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」 － モルダウ
ベートーヴェン 交響曲第7番 イ長調 op.92

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

2017/6/17 第55回定期演奏会 しらかわホール 秋山和慶 ヴァイオリン：郷古廉 ブラームス
大学祝典序曲 op.80 
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
交響曲第１番 ハ短調 op.68 

2017/7/1 第56回定期演奏会 犬山市民文化会館 山下一史 ピアノ：岡田奏 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3番 変ホ長調 op.55 「英雄」

2017/9/30 第57回定期演奏会 しらかわホール 秋山和慶 ピアノ：佐藤麻理 ブラームス
悲劇的序曲 op.81
ピアノ協奏曲第１番 ニ短調 op.15
交響曲第２番 ニ長調 op.73 

2017/11/18 第58回定期演奏会 クラギ文化ホール 藤岡幸夫 クラリネット：橋本眞介

ジェイガー シンフォニアノビリッシマ
ウェーバー クラリネット小協奏曲 ハ短調 op.26
木内涼 マーチ シャイニングロード
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」～ 凱旋行進曲
リード アルメニアンダンス パート１
レスピーギ 交響詩「ローマの松」
スーザ 星条旗よ永遠なれ

第59回定期演奏会 小牧市市民会館 秋山和慶 ヴァイオリン：辻彩奈
メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」op.27
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」

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

2017/4/16 第２０８回定期公演 京都コンサートホール
小ホール 齊藤一郎

ミュージックソー：おぎ原まこと
エレクトロニクス：有馬純寿
コンサートマスター：釋 伸司

末吉保雄 中原中也“三つの詩”より「サーカス」
木下正道 「石をつむ Ⅴ」
松村禎三 クリプトガム

山本和智 女声、アンサンブルと
ライヴ・エレクトロニクスのための

末吉保雄 中原中也“三つの詩”より「間奏曲」
末吉保雄 中原中也“三つの詩”より「春と赤ン坊」

2017/6/24 第２０９回定期公演 京都コンサートホール
小ホール 十束尚宏

十束尚宏 Kammersymphonie“Passion Christi
シェーンベルク 室内交響曲第1番 op.9
シュレーカー 室内交響曲 イ長調

2017/10/15 第210回定期公演
兵士の物語

京都コンサートホール
小ホール 齊藤一郎

語り：渡辺哲
ヴァイオリン：松野弘明
サクソフォン：平野公崇

野平一郎 2つの顔 ヴィオリンとサクソフォンの
ための二重協奏曲

ストラヴィンスキー 兵士の物語

2018/1/27 第211回定期演奏会 京都コンサートホール
小ホール 齊藤一郎

石井眞木 起-承-転-合Ⅱ 唐詩「春暁」（孟浩然）に
よる（1999年）

ハイドン 交響曲第7番Ｃ Hob.Ｉ-7「昼」
リヒャルト・シュトラウス 組曲「町人貴族」op.60

2018/3/4 第212回定期演奏会 京都コンサートホール
小ホール 有田正弘

バッハ 管弦楽組曲第3番Ｄ BWV1068
モーツァルト アンダンテＣ KV315
メンデルスゾーン 交響曲第4番Ａ op.90「イタリア」
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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

2017/4/16 第240回定期演奏会 東京文化会館 小ホール オーボエ：延原武春

ヴィヴァルディ オーボエ協奏曲 ハ長調 RV451
マルチェロ オーボエ協奏曲 ニ短調 S.Z799
アルビノーニ オーボエ協奏曲 ト短調
テレマン オーボエ協奏曲 ヘ短調 TWV 51:f1

テレマン オーボエ・ダモーレ協奏曲 イ長調 
TWV 51:A2

テレマン オーボエ協奏曲 ホ短調 TWV 51:e1

2017/4/18 第241回定期演奏会 大阪市中央公会堂
中集会室 延原武春 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 ピアノ協奏曲 第16番 ニ長調 Kv451
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調「驚愕」Hob. I: 94

2017/7/11 第242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６番 ヘ長調 op.68「田園」 
モーツァルト ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453
C.P.E．バッハ シンフォニア ト長調 Wq.173 

2017/7/16 第243回定期演奏会 東京文化会館 小ホール ヴァイオリン：浅井咲乃
フォルテピアノ：高田泰治 ベートーヴェン

モーツァルト：きらきら星変奏曲 K.265
モーツァルト：幻想曲 ニ短調 K.397
モーツァルト：ヴァイオリンソナタ 
変ロ長調 K.454
ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 op.24

「春」
ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調 op.27-2
「月光」

2017/10/13 第244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
ヴィオリーノ・ピッコロ：三谷彩佳
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・ダカッチャ：中島真

バッハ ブランデンブルク協奏曲 全曲

2017/11/19 第245回定期演奏会 東京文化会館 小ホール

オーボエ:延原武春
リコーダー:北山 隆
ヴァイオリン:浅井咲乃
チェロ:曽田 健
チェンバロ:高田泰治
テノール：新井俊稀

ヴィヴァルディ 四重奏曲 ト長調 TWV43:G6
コレッリ トリオ・ソナタ ニ短調TWV42:d7
パーセル トリオ・ソナタ 変ロ長調 TWV42:B4
クープラン カンタータTWV1:119
テレマン トリオ・ソナタ ニ短調 TWV42:d10
テレマン リコーダー・ソナタ ヘ長調 TWV41:F2
テレマン 四声部の協奏曲 イ短調 TWV43:a3

2017/12/5 第246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 バッハ ゴルトベルク変奏曲 ト長調 BWV.988

2018/1/16 第247回定期演奏会 大阪市中央公会堂
中集会室 延原武春 ヴァイオリン：浅井咲乃

ヴィオラ：姜 隆光
ハイドン 交響曲 第103番変ホ長調「太鼓連打」
モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 

2018/1/27 第248回定期演奏会 東京文化会館 小ホール

リコーダー、ヴォイスフルート：
北山隆・村田佳生
リコーダー、トラヴェルソ：
森本英希、出口かよ子
指揮：延原武春
コレギウム・ムジクム・テレマン

ハイニヒェン 協奏曲 ハ長調
バッハ アダージョとフーガ F.65
ルイエ 五重奏 ロ短調
ファッシュ ソナタ ト長調 FaWV N:G1
ペツ シャコンヌ ヘ長調
テレマン 協奏曲 ホ短調TWV52:e1

2918/3/24 第249回定期演奏会 カトリック夙川教会 聖堂 延原武春

福音史家：新井俊稀
イエス：篠部信宏
ソプラノ：渡辺有香
カウンターテノール：五十嵐正嗣
テノール：小川 歩
バス：林 康宏

バッハ ヨハネ受難曲 BWV.245

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

2017/9/17 第41回定期演奏会 奈良文化会館国際
ホール 阪哲朗

シューマン 交響曲第4番 ニ短調 op.120
ブラームス 交響曲第2番 ニ長調 op.73

2018/3/4 第42回定期演奏会 奈良文化会館国際
ホール 矢澤定明 チェロ：伊東裕

ブルックナー 交響曲第3番 ニ短調 WAB103
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
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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

2017/7/9 第53回定期演奏会 岡山シンフォニーホール
大ホール 三ツ橋敬子  ホルン／シュテファン・ドール  

ブラームス 悲劇的序曲 op.81
R.シュトラウス ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調
ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90

2017/10/8 第54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／青木尚佳  

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 op.36
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7番 イ長調 op.92 

2018/3/11 第55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8番 ヘ長調 op.93
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47

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

2017/8/11 第28回定期演奏会 サンポートホール高松
大ホール

ワシリー・
ワリトフ ユーフォニアム：佐藤采香

モーツァルト 交響曲第40番ト短調 K.550
リンコラ ユーフォニアム協奏曲
ストラヴィンスキー バレエ組曲 火の鳥（1919年版）


