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日本のプロフェッショナル・
オーケストラ年鑑 2015

文化庁委託事業
「平成27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
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
13 名古屋フィルハーモニー交響楽団
14 京都市交響楽団
15 大阪交響楽団
15 大阪フィルハーモニー交響楽団
16 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
17 兵庫芸術文化センター管弦楽団
17 広島交響楽団
18 九州交響楽団

準会員 
19 ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉
19 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
19 静岡交響楽団
19 中部フィルハーモニー交響楽団
20 京都フィルハーモニー室内合奏団
20 ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
21 テレマン室内オーケストラ
21 奈良フィルハーモニー管弦楽団

2014年度 定期公演記録
（2014年4月1日〜2015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

2014/4/11
2014/4/12

第568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

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 op.9
ヴォジーシェク 交響曲 ニ長調 op.24
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 「悲愴」 op.74

2014/5/30
2014/5/31

第569回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 高関健 ヴァイオリン：加藤知子 伊福部昭

日本狂詩曲
ヴァイオリン協奏曲 第２番
土俗的三連画
シンフォニア・タプカーラ

2014/6/27
2014/6/28

第570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

ソプラノ：安藤扶美子
メゾソプラノ：加納悦子
テノール：吉田浩之
バリトン：福島明也
合唱：札響合唱団、札幌放送
合唱団、ウィスティリアアンサン
ブル、どさんコラリアーズ

ヴェルディ レクイエム

2014/8/29
2014/8/30

第571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

J.ウィリアムズ
組曲「スター・ウォーズ」主題、レイア
姫のテーマ、帝国のマーチ（ダース・ベー
ダーのマーチ）、ヨーダのテーマ、玉座
の間とエンドタイトル

早坂文雄 交響的組曲「ユーカラ」
2014/9/26
2014/9/27

第572回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 児玉宏 ピアノ：田部京子

モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調

2014/10/24
2014/10/25

第573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 チェロ：石川祐支 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2014/11/14
2014/11/15

第574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

ウエーバー  歌劇「魔弾の射手」序曲
モーツァルト  交響曲 第38番 ニ長調 「プラハ」 K.504
ブラームス  交響曲 第２番 ニ長調 op.73

2014/12/12
2014/12/13

第575回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール クラウス・ペーター・フロール ヴァイオリン：

オーガスティン・ハーデリッヒ
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15番 イ長調 op.141

2015/1/30
2015/1/31

第576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 ピアノ：バリー・ダグラス

ブラームス ピアノ協奏曲 第２番 変ロ長調 op.83
フォーレ 「ペレアスとメリザンド」組曲
ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2015/2/13
2015/2/14

第577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 シベリウス

交響曲 第５番 変ホ長調 op.82
交響曲 第６番 ニ短調 op.104
交響曲 第７番 ハ長調 op.105

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

2014/5/16 
2014/5/17

第282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）

山田和樹 ヴァイオリン：アリョーナ・バーエワ 
ソプラノ：高橋絵理

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 op.63

マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2014/6/13 
2014/6/14

第283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：ソヌ・イェゴン
モーツァルト ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調「戴冠

式」K.537
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47

2014/7/11 
2014/7/12

第284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）

尾高忠明 フルート：芦澤曉男
武満徹 波の盆
尾高尚忠 フルート協奏曲
シューベルト 交響曲 第８番「グレート」D.944

2014/9/26 
2014/9/27

第285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 チェンバロ：曽根麻矢子
J.S.バッハ

コントラプンクトゥス１９（フーガの技法）
チェンバロ協奏曲 第１番 ニ短調 
BWV1052

ブルックナー 交響曲 第０番 ニ短調

2014/10/24 
2014/10/25

第286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 チェロ：宮田大
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 op.104

プロコフィエフ 交響曲 第５番 変ロ長調 op.100

2014/11/28 
2014/11/29

第287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 ピアノ：ジャン＝フィリップ・コラール
ベートーヴェン

エグモント序曲 op.84
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58

R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」
op.30

2015/1/23 
2015/1/24

第288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）

ユベール・スダーン
モーツァルト 交響曲 第29番 イ長調K.201(186a)
シューベルト 交響曲 第７番 ロ短調「未完成」D.759
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調「イタリア」op.90

2015/2/20 
2015/2/21

第289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）

広上淳一 ピアノ：伊藤恵
シューマン 「マンフレッド」序曲 op.115
クララ・シューマン ピアノ協奏曲 第1番 イ短調 op.7
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 op.68

正  会  員 
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2015/3/20 
2015/3/21

第290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 ティンパニ：竹内将也 
ティンパニ：有賀誠門

コリリアーノ プロムナード序曲

フィリップ･グラス ２人のティンパニストとオーケストラのた
めの幻想的交響曲

ホセ・ナポレオン・ロド
リゲス 交響詩「エル ヒボア」

マルケス
コンガ・デル・フエゴ・ヌエヴォ
ダンソン第2番

モンカーヨ ウアパンゴ
ヒナステラ バレエ音楽「エスタンシア」より マランボ

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

2014/4/19
2014/4/20

第236回
定期演奏会 山形テルサホール アジス･ショハキモフ ヴァイオリン：木嶋真優

シューベルト 交響曲 第5番変 ロ長調 D.485
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 op.88

2014/5/10
2014/5/11

第237回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 フルート：南部やすか

シューベルト 交響曲 第７番 ロ短調「未完成」
D.759

ドヴィエンヌ フルート協奏曲 第7番 ホ短調

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調「英雄」
op.55

2014/7/19
2014/7/20

第238回
定期演奏会 山形テルサホール ミハウ･ドヴォジンスキ ピアノ：後藤正孝

ワーグナー ジークフリート牧歌 WWV103
リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
バルトーク ルーマニア民族舞曲
ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」

2014/8/30
2014/8/31

第239回
定期演奏会 山形テルサホール 鈴木秀美

ハイドン 交響曲 第103番 変ホ長調 「太鼓連
打」Hob.Ⅰ-103

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調「ザ･グレート」
D.944

2014/11/22
2014/11/23

第240回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 ピアノ：ニコライ･ホジャイノフ

ベルリオーズ 序曲「リア王」op.4
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4番 ホ短調 op.98

2014/12/13
2014/12/14

第241回
定期演奏会 山形テルサホール イジー･シュトルンツ ヴァイオリン：二村英仁

チャイコフスキー 歌劇「エウゲニ･オネーギン」op.24より
ポロネーズ

パガニーニ 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5番 ヘ長調 op.76

2015/1/17
2015/1/18

第242回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 クラリネット：川上一道

グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」op.40
ニ－ルセン クラリネット協奏曲 op.57
シベリウス 交響曲 第4番 イ短調 op.63

2015/3/7
2015/3/8

第243回
定期演奏会 山形テルサホール 大井剛史 ヴァイオリン：千住真理子

バラキレフ ３つのロシア民謡による序曲
ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 op.53
ボロディン 交響曲 第１番 変ホ長調

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

2014/5/24 第499回
定期演奏会 群馬音楽センター ニコライ・アレクセエフ ヴァイオリン：山根一仁

グリンカ 幻想的ワルツ ロ短調
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
ラフマニノフ 交響的舞曲 op.45

2014/6/21 第500回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ピアノ：清水和音

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 「皇帝」 op.73
Ｒ．シュトラウス アルプス交響曲 op.64

2014/7/26 第501回
定期演奏会 群馬音楽センター 広上淳一 ヴァイオリン：ボリス・ベルキン

ショスタコーヴィチ
祝典序曲 op.96
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 op.77

グリーグ
「ペール・ギュント」 組曲 第1番 op.46
「ペール・ギュント」 組曲 第2番 op.55

2014/9/27
第502回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ヴァイオリン：レジス・パスキエ

ストラヴィンスキー
組曲「プルチネッラ」
３楽章の交響曲

サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 op.61
ラヴェル 「ダフニスとクロエ」 組曲 第2番

2014/10/26 第503回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人

ソプラノ：浜田理恵
アルト：谷口睦美
テノール：吉田浩之
バリトン：福島明也
合唱：群馬交響楽団合唱団
合唱指揮：阿部純

千住明 歌劇「万葉集」（演奏会形式上演）
～　明日香風編、二上挽歌編　～

2014/11/23 第504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 ピアノ：児玉桃
モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」
（ノヴァーク版）

2015/1/31 第505回
定期演奏会 群馬音楽センター アンドレアス・

デルフス ピアノ：小曽根真
アーロン・Ｊ・カーニス ムジカ・セレスティス
ガーシュイン ピアノ協奏曲 ヘ調
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 op.92

2015/2/28 第506回
定期演奏会 群馬音楽センター 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
シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 op.82

2015/3/21 第507回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ピアノ：河村尚子

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
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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

2014/4/12
2014/4/13

第1778回
定期公演
Aプログラム

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

2014/4/18
2014/4/19

第1779回
定期公演
Cプログラム　

ＮＨＫホール ネーメ・ヤルヴィ
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第１番 op.46
スヴェンセン 交響曲 第2番 変ロ長調 op.15
シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 op.43

2014/4/23
2014/4/24

第1780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 Ｒ． シュトラウス
祝典前奏曲 op.61
紀元2600年祝典曲 op.84
バレエ音楽「ヨセフの伝説」 op.63

2014/5/10
2014/5/11

第1781回
定期公演
Aプログラム

ＮＨＫホール ガエタノ・デスピノーサ バリトン：マティアス・ゲルネ

フランク 交響曲 ニ短調

ワーグナー

歌劇「さまよえるオランダ人」から　
オランダ人のモノローグ「期限は過ぎた」
楽劇「トリスタンとイゾルデ」から「前奏曲」
楽劇「ワルキューレ」から「ウォータンの別れ
と魔の炎の音楽」
楽劇「神々のたそがれ」から「ジークフリート
の葬送行進曲」

2014/5/16
2014/5/17

第1782回
定期公演
Cプログラム

ＮＨＫホール ヘスス・ロペス・コボス チェロ：ヨハネス・モーザー
メゾ・ソプラノ：林美智子

クリストバル・アルフテ
ル

第1旋法によるティエントと皇帝の戦い
（1986）

ラロ チェロ協奏曲 ニ短調
ファリャ バレエ音楽「三角帽子」

2014/5/28
2014/5/29

第1783回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール 広上淳一 ソプラノ：ローザ・フェオラ
シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2014/6/7
2014/6/8

第1784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

ヴァイオリン：
パトリツィア・コパチンスカヤ

グラズノフ 交響詩「ステンカ・ラージン」 op.13
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 バレエ音楽「くるみ割り人形」 op.71から第２幕

2014/6/13
2014/6/14

第1785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

ピアノ：
ベフゾド・アブドゥライモフ

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30

R.シュトラウス アルプス交響曲 op.64

"2014/6/18
2014/6/19

第1786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 ピアノ：中野翔太

シベリウス 組曲「恋人」 op.14
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op.16
エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 op.55

2014/9/10
2014/9/11

第1787回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール ヘルベルト・
ブロムシュテット

モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

チャイコフスキー 交響曲 第4番 へ短調 op.36

2014/9/19
2014/9/20

第1788回
定期公演
Cプログラム

ＮＨＫホール ヘルベルト・
ブロムシュテット

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2014/9/27
2014/9/28

第1789回
定期公演
Aプログラム

ＮＨＫホール ヘルベルト・
ブロムシュテット

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 「ジュピター」 K.551

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 「悲愴」 op.74

2014/10/18
2014/10/19

第1790回
定期公演
Aプログラム

ＮＨＫホール ロジャー・ノリントン ピアノ：
フランチェスコ・ピエモンテージ ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」第1番 op.138
ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 op.15
交響曲 第7番 イ長調 op.92

2014/10/24
2014/10/25

第1791回
定期公演
Cプログラム

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

交響曲 第8番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

2014/10/29
2014/10/30

第1792回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール 下野竜也 ピアノ：ヤン・リシエツキ
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11

ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 op.60

2014/11/15
2014/11/16

第1793回
定期公演
Aプログラム

ＮＨＫホール ネヴィル・マリナー ヴァイオリン：
セルゲイ・ハチャトゥリアン

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1番 ハ短調 op.68

2014/11/21
2014/11/22

第1794回
定期公演
Cプログラム

NHKホール ネルロ・サンティ

ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 op.9
チャイコフスキー イタリア奇想曲 op.45
レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2014/11/26
2014/11/27

第1795回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール ネルロ・サンティ

ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」序曲
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 「イタリア」 op.90
ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 op.36
ワーグナー 歌劇「リエンチ」序曲

2014/12/5
2014/12/7

第1796回
定期公演
Aプログラム

NHKホール シャルル・デュトワ

ペレアス：ステファーヌ・デグー
ゴロー：ヴァンサン・ル・テクシエ
アルケル：フランツ・ヨーゼフ・ゼーリヒ
イニョルド：カトゥーナ・ガデリア
医師：デーヴィッド・ウィルソン・ジョンソン
メリザンド：カレン・ヴルチ
ジュヌヴィエーヴ：ナタリー・シュトゥッツマン
羊飼い：浅井隆仁
合唱：東京音楽大学

ドビュッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」
（演奏会形式上演）

2014/12/12
2014/12/13

第1797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：
アラベラ・美歩・シュタインバッハー

武満徹 弦楽のためのレクイエム（1957）
ベルク ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のために」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 「新世界から」 op.95

2014/12/17
2014/12/18

第1798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 ピアノ：ユジャ・ワン

ドビュッシー（ラヴェル編）
「ピアノのために」から「サラバンド」
舞曲

ファリャ 交響的印象「スペインの庭の夜」
ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）
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2015/1/10
2015/1/11

第1799回
定期公演
Aプログラム

ＮＨＫホール ジャナンドレア・ノセダ ピアノ：
アレクサンダー・ガヴリリュク

フォーレ 「ペレアスとメリザンド」組曲 op.80
プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 「運命」 op.67

2015/1/16
2015/1/17

第1800回
定期公演
Cプログラム

サントリーホール ジャナンドレア・ノセダ ヴァイオリン：
ジェームズ・エーネス

リムスキー・コルサコフ 組曲「見えない町キーテジの物語」
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 op.63
ムソルグスキー（ラヴェル編） 組曲「展覧会の絵」

2015/1/21
2015/1/22

第1801回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール ジャナンドレア・ノセダ
リスト 交響詩「レ・プレリュード」
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 op.43
カセルラ 交響曲 第3番 op.63

2015/2/7
2015/2/8

第1802回
定期公演
Aプログラム

ＮＨＫホール パーヴォ・ヤルヴィ チェロ：
アリサ・ワイラースタイン

エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 op.85

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2015/2/13
2015/2/14

第1803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：庄司紗矢香
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5番 ニ短調 op.47

2015/2/18
2015/2/19

第1804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 ピアノ：
ピョートル・アンデルジェフスキ

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25番 ハ長調 K.503
R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 op.40

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

2014/4/13
第523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 アンドリス・ポーガ
バス：エギルス・シリンス
男声合唱：栗友会合唱団
合唱指揮：栗山文昭

メシアン キリストの昇天

ショスタコーヴィチ 交響曲 第13番 変ロ長調 「バービ・
ヤール」 op.113

2014/4/18
2014/4/19

第524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 上岡敏之
シベリウス 交響曲 第4番 イ短調 op.63

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 「田園」 op.68

2014/5/2
第525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 ブラームス
交響曲 第2番 ニ長調 op.73

交響曲 第3番 ヘ長調 op.90

2014/6/20
2014/6/21

第526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 ヴァイオリン：イザベル・ファウスト ブラームス
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

交響曲 第4番 ホ短調 op.98

2014/6/29
第527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 ピアノ：ポール・ルイス ブラームス
ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op.15

交響曲 第１番 ハ短調 op.68

2014/7/13
第528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 インゴ・メッツマッハー トランペット：ホーカン・ハーデン
ベルガー

ベートーヴェン 「エグモント」 序曲 op.84

ツィンマーマン トランペット協奏曲 ハ長調 「誰も知らな
い私の悩み」

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 「英雄」 
op.55

2014/7/18
2014/7/19

第529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 インゴ・メッツマッハー バス：ローマン・トレーケル
語り：松原友、多田羅迪夫

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

ツィンマーマン 私は改めて、太陽の下に行われる虐げ
のすべてを見た（日本初演）

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 「運命」 op.67

2014/9/29
第530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 インゴ・メッツマッハー 語り：長谷川孝治
ツィンマーマン 大オーケストラのためのプレリュード「フォ

トプトシス」

ベートーヴェン
「ユビュ王の晩餐のための音楽」
交響曲 第7番 イ長調 op.92

2014/10/3
2014/10/4

第531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 インゴ・メッツマッハー

ソプラノ：スザンネ・ベルンハルト
メゾ・ソプラノ：マリー=クロード・
シャピュイ
テノール：マクシミリアン・シュミット
バス：トーマス・タッツル
合唱：栗友会合唱団　
合唱指揮：栗山文昭

ツィンマーマン 管弦楽のスケッチ「静寂と反転」

ベートーヴェン 荘厳ミサ曲 ニ長調 
（ミサ・ソレムニス）op.123

2014/11/2

第532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
テノール：アンドリュー・スティプ
ルズ
ソプラノ：森麻季

マーラー

「子供の魔法の角笛」より むだな骨折
り、美しいトランペットが鳴り響くところ、
ラインの伝説、この世の生活、高い知
性への賛美
交響曲 第4番 ト長調

2014/11/7
2014/11/8

第533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 ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 （ノーヴァク版）

2015/1/29
第534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 井上道義 トロンボーン：山本浩一郎

武満徹 地平線のドーリア

吉松隆 トロンボーン協奏曲「オリオン・マシーン」 
op.55

リゲティ ロンターノ
クセナキス ノモス・ガンマ

2015/2/20
第535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 ジャン=クリストフ・スピノジ オルガン：松居直美

ロッシーニ 歌劇「チェネレントラ」序曲
シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D200

サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 「オルガン付き」 
op.78

2015/2/27
2015/2/28

第536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 ラルフ・ワイケルト
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲 J.277
ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 op.68
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2015/3/15
第537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 ハルトムート・ヘンヒェン 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 「ジュピター」 
K.551

2015/3/27
2015/3/28

第538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 マックス・ポンマー フルート：白尾彰 バッハ

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

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

2014/4/20 第619回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット 笙：宮田まゆみ

武満徹 セレモニアル －秋の歌－

マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2014/5/24 第620回
定期演奏会 サントリーホール ユベール・スダーン

バリトン：フランコ・ポンポーニ
テノール：与儀巧
児童合唱：東京少年少女合唱隊
児童合唱指揮：長谷川久恵
合唱：東響コーラス　
合唱指揮：安藤常光

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 op.9

ペンデレツキ ３つの中国の歌

ベルリオーズ テ・デウム op.22

2014/6/14 第621回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット メゾ・ソプラノ：サーシャ・クック

ブーレーズ ノタシオンⅠ～Ⅳ（管弦楽版）
ベルリオーズ 夏の夜 op.7

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 「ザ・グレイト」 
D.944

2014/7/5 第622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 ピアノ：小菅優

リスト ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 S.125
ワーグナー

（フリーハー編）
楽劇「 ニーベルングの指輪」
～オーケストラル・アドベンチャー～

2014/10/4 第623回
定期演奏会 サントリーホール サントゥ＝マティアス・ロ

ウヴァリ
ヴァイオリン：
マイケル・バレンボイム マクミラン

交響曲 第1番 ニ長調 「古典交響曲」 
op.25
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 op.63
バレエ音楽「ロミオとジュリエット」 op.64 

（抜粋）

2014/10/18 第624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 ヴァイオリン：庄司紗矢香

キラル 交響詩「クシェサニ」
ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 op.53
ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲

2014/11/8 第625回
定期演奏会 サントリーホール 飯森範親 ヴァイオリン：リチャード・リン

バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番
ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2014/12/13 第626回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット

ワーグナー ジークフリート牧歌

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 （1873年第１稿、
ノヴァーク版）

2015/2/26 第627回
定期演奏会 サントリーホール 秋山和慶 ヴァイオリン：大谷康子

ピアノ：キット・アームストロング

ヴォーン・ウィリアムズ グリーンスリーヴスの主題による幻想曲
サラサーテ スコットランドの歌 op.34
ブリテン ピアノ協奏曲 op.13
エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 op.55

2015/3/14 第62８回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット

パルジファル（テノール）：
クリスティアン・エルスナー
クンドリ（ソプラノ）：
アレックス・ペンダ

ベルク 「抒情組曲」より 3つの小品

ワーグナー 舞台神聖祝典劇「パルジファル」抜粋
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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

2014/4/15 第278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 合唱：東京シティ・フィル・コーア

合唱指揮：藤丸崇浩
ブラームス 運命の歌 op.54
ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調（ノヴァーク版）

2014/5/16 第279回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 宮本文昭 ヴァイオリン：木嶋真優

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
マーラー 交響曲 第１番 ニ長調 「巨人」

2014/6/7 第280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 ピアノ：ハオチェン・チャン

ハイドン 交響曲 第49番 ヘ短調 「受難」
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 op.43
ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲 第5番 ニ長調

2014/7/18 第281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 ヴァイオリン：山根一仁

モーツァルト 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16

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

バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2014/9/13 第282回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 宮本文昭 ピアノ：横山幸雄

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

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
ムソルグスキー

（ラヴェル編） 組曲「展覧会の絵」

2014/10/17 第283回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール デリック・イノウエ

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲 op.72

モーツァルト 交響曲 第38番 ニ長調 「プラハ」 
K.504

リスト 交響詩「ゆりかごから墓場まで」

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 「イタリア」 
op.90

2014/11/20 第284回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 阪哲朗 クラリネット：橋本杏奈

クラウス 交響曲 ハ短調 VB142
ニールセン クラリネット協奏曲 op. 57, FS 129
ヴァイル 交響曲 第2番

2015/1/16 第285回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール ドモンコシュ・ヘーヤ ピアノ：福間洸太朗

芥川也寸志 弦楽のための三楽章 「トリプティーク」

モーツァルト ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 「ジュ
ノーム」 K.271

プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 op.131

2015/2/21 第286回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール ジョセフ・ウォルフ

モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 「リンツ」 
K.425

エルガー
弦楽セレナーデ ホ短調 op.20
変奏曲「謎（エニグマ）」op.36

2015/3/21 第287回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 宮本文昭 合唱：東京シティ・フィル・コーア

合唱指揮：藤丸崇浩

ビゼー 小組曲「子どもの遊び」より
1.行進曲、2.二重奏、5.ギャロップ

ドビュッシー 「海」 3つ交響的素描

ラヴェル
舞踏詩「ラ・ヴァルス」

「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
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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

2014/4/3
第768回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール ロベルト・ミンチュク ヴァイオリン：エステル・ハフナー
ウェーベルン パッサカリア
バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 op.68

2014/4/8
第769回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 ロベルト・ミンチュク ピアノ：ジャン・ルイ・ストイアマン

ストラヴィンスキー 小管弦楽のための組曲 第1番

ヴィラ＝ロボス
ピアノと管弦楽のための幻想曲「モモ
プリコシ」
～「ブラジルの子どもの謝肉祭」による

ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 op.13

2014/5/12
第770回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 ユージン・ツィガーン
ラヴェル

道化師の朝の歌
組曲「クープランの墓」

トゥリーナ セビーリャ交響曲
レスピーギ 交響詩「ローマの祭」

2014/5/27
第771回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール マルク・アルブレヒト ピアノ：
サリーム・アブード・アシュカール

メンデルスゾーン ピアノ協奏曲 第1番 ト短調 oｐ．25

コルンゴルト 交響曲 嬰ヘ調 op.40

2014/6/24
第772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 ピアノ：
ピョートル・アンデルシェフスキ

オネゲル パシフィック231（交響的楽章第１番）
バルトーク ピアノ協奏曲 第3番
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2014/6/25
第773回
定期演奏会
Aシリーズ

東京芸術劇場 ヤクブ・フルシャ ピアノ：
ピョートル・アンデルシェフスキ

オネゲル パシフィック231（交響的楽章第１番）
バルトーク ピアノ協奏曲 第3番
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2014/9/8
第774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

ソプラノ：
シュレイモバー金城由起子
メゾ・ソプラノ：マルケータ・ツク
ロヴァー
テノール：ペテル・ベルゲル
バス：アダム・プラヘトカ

マルティーヌ

交響曲 第4番

カンタータ《花束》 H.260

2014/9/19
第775回
定期演奏会
Aシリーズ

東京芸術劇場 小泉和裕 ヴィオラ：鈴木学
エロード ヴィオラ協奏曲

ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調 （1877ノヴァー
ク版）

2014/10/20
第776回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール マーティン・ブラビンズ ピアノ：スティーヴン・オズボーン
ヴォーン・ウィリアムズ ノーフォーク狂詩曲 第1番 ホ短調
ブリテン ピアノ協奏曲 作品13（1945年改訂版）
ウォルトン 交響曲 第2番

2014/11/4
第777回
定期演奏会
A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：クロエ・ハンスリップ
ヴォーン・ウィリアムズ ノーフォーク狂詩曲 第2番 ニ短調

（ホッガー補完版）
ディーリアス ヴァイオリン協奏曲
ウォルトン 交響曲 第１番 変ロ短調

2014/11/20
第778回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール ポール・マクリーシュ

コープランド アパラチアの春
―13楽器のためのバレエ（原典版）

Ｒ．シュトラウス 13管楽器のためのセレナード
変ホ長調 op.7

メンデルスゾーン 交響曲第5番 ニ短調 「宗教改革」 
op.107 （ホグウッド校訂版第2稿）

2014/11/21
第779回
定期演奏会
Aシリーズ

東京芸術劇場 ポール・マクリーシュ

コープランド アパラチアの春
―13楽器のためのバレエ（原典版）

Ｒ．シュトラウス 13管楽器のためのセレナード
変ホ長調 op.7

メンデルスゾーン 交響曲第5番 ニ短調 「宗教改革」 
op.107 （ホグウッド校訂版第2稿）

2014/12/8
第780回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 大野和士  
バルトーク 弦楽器、打楽器とチェレスタのための

音楽
フランツ・シュミット 交響曲 第4番 ハ長調

2014/12/9
第781回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 大野和士  
バルトーク 弦楽器、打楽器とチェレスタのための

音楽
フランツ・シュミット 交響曲 第4番 ハ長調

2015/1/15
第782回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 下野　竜也
川島素晴 室内管弦楽のためのエチュード（新作

を含む6曲版初演）
シュネーベル シューベルト・ファンタジー
カーゲル ブロークン・コード（2000-01）

2015/1/23
第783回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール ハンヌ・リントゥ チェロ：ピーター・ウィスペルウェイ

シベリウス 交響詩「夜の騎行と日の出」 op.55
ルトスワフスキー チェロ協奏曲（1970）

一柳慧 交響曲 第9番 「ディアスポラ」（都響委
嘱作品・世界初演）

2015/3/18
第784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
ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」より「前奏

曲と愛の死」

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」 
(1878/80ノヴァーク版第2稿）

2015/3/23
第785回
定期演奏会
Bシリーズ 

サントリーホール 小泉和裕

ソプラノ：吉原圭子
アルト：山下牧子
テノール：小原啓楼
バス：河野克典
合唱：栗友会合唱団、武蔵野
音楽大学室内合唱団

ベートーヴェン 荘厳ミサ曲 ニ長調
 （ミサ ソレムニス）op.123
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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

2014/5/17 第93回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 曽我大介

サン=サーンス 交響詩「死の舞踏」 oｐ.40
ラフマニノフ 交響的舞曲 oｐ.45
ベルリオーズ 幻想交響曲 oｐ.14

2014/7/5 第94回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 秋山和慶 フルート：松木さや

オルガン：荻野由美子

プーランク 組曲「牝鹿」 ＦＰ.36
イベール フルート協奏曲

サン=サーンス 交響曲第3番 ハ短調 「オルガン付」 
op.78

2014/9/27 第95回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 内藤彰 ヴァイオリン：ユーリ・レーヴィッチ

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」
パガニーニ ヴァイオリン協奏曲第2番 ロ短調 oｐ.7

シューベルト
交響曲 第７番 ロ短調 「未完成」 
D.759

（キャラガンによる全4楽章完成版）

2014/11/29 第96回
定期演奏会

東京芸術劇場　
コンサートホール ルーステム・サイトクーロフ ピアノ：セルゲイ・ソボレフ

プロコフィエフ 交響曲 第１番 ニ長調 「古典交響曲」 
oｐ.25

ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 oｐ.43
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 「悲愴」 op.74

2015/1/24 第97回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 大井剛史 チェロ：遠藤真理

深井史郎 パロディ的な四楽章
尾高尚忠 チェロ協奏曲 oｐ.20
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 oｐ.88

2015/3/14 第98回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 内藤彰 オルガン：カレヴィ・キヴィニエミ

合唱：東京合唱協会
プーランク オルガンと弦とティンパニのための協奏曲
メンデルスゾーン 交響曲 第2番 「讃歌」 op.52

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

2014/4/20
第846回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 尾高忠明 ヴァイオリン：竹澤恭子

三善晃 オーケストラのためのノエシス

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調
oｐ.26

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 oｐ.68

2014/5/16
第847回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール アルベルト・ゼッダ メゾ・ソプラノ：
テレーザ・イエルヴォリーノ

シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200
ロッシーニ（シャリーノ編） カンタータ「ジャンヌ・ダルク」
マリピエロ 交響曲 第2番 「悲歌」

ロッシーニ

歌劇「ウィリアム・テル」～第1幕「パ・
ド・シス」
歌劇「ウィリアム・テル」～第3幕「兵
士の踊り」
歌劇「セミラーミデ」序曲

2014/5/18
第848回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール アルベルト・ゼッダ メゾ・ソプラノ：
テレーザ・イエルヴォリーノ

シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200
ロッシーニ（シャリーノ編） カンタータ「ジャンヌ・ダルク」
マリピエロ 交響曲 第2番 「悲歌」

ロッシーニ

歌劇「ウィリアム・テル」～第1幕「パ・
ド・シス」
歌劇「ウィリアム・テル」～第3幕「兵
士の踊り」
歌劇「セミラーミデ」序曲

2014/6/17
第849回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール 飯守泰次郎 ソプラノ：浜田理恵 Ｒ．シュトラウス

交響詩「ドン・ファン」 op.20
四つの最後の歌
楽劇「サロメ」 op.54より

「7つのヴェールの踊り」
歌劇「カプリッチョ」 op.85より

「序曲」「月光の音楽」
楽劇「ばらの騎士」組曲

2014/7/18
第850回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール 大植英次
シューマン 交響曲 第2番 ハ長調 op.61

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2014/7/21
第851回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 尾高忠明 ピアノ：清水和音

リャードフ 交響詩「魔法にかけられた湖」 op.62

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 交響曲 第2番 ホ短調 op.27

2014/9/23
第852回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 外山雄三 ピアノ：中村紘子

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 op.36

2014/10/21
第853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：チョ・ソンジン
メゾ・ソプラノ：小山由美
テノール：福井敬
合唱：新国立劇場合唱団

ショパン（プレトニョフ編） ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11

スクリャービン 交響曲 第1番 ホ長調 op.26

2014/11/12
第854回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール 佐渡裕
ハイドン 交響曲 第6番 ニ長調 「朝」

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 
「ロマンティック」

2014/11/16
第855回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 佐渡裕 ピアノ：及川浩治
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.98
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2015/1/13
第856回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール 阪哲朗 チェロ：堤剛
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7番 イ長調 op.92

2015/1/18
第857回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 阪哲朗 ピアノ：仲道郁代
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6番 ヘ長調 「田園」 op.68

2015/2/15
第858回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール ダン・エッティンガー ピアノ：菊池洋子
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

2015/2/25
第859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 マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

2015/3/13
第860回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール 小林研一郎 ヴァイオリン：堀米ゆず子
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 

K.216
ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2015/3/15
第861回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 小林研一郎 ヴァイオリン：堀米ゆず子

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 op.84

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 
K.216

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 「英雄」 
op.55

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

2014/4/25
2014/4/26

第659回
定期演奏会 サントリーホール 山田和樹

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 （全曲版）
ニールセン 交響曲 第4番 「不滅」 op.29

2014/5/30
2014/5/31

第660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 ピアノ：若林顕

合唱：晋友会合唱団

リスト 交響詩「プロメテウス」
スクリャービン 交響曲 第5番 「プロメテウス」 op.60
ラヴェル 「ダフニスとクロエ」 組曲 第1番、第2番

2014/6/27
2014/6/28

第661回
定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン

シベリウス 交響詩「夜の騎行と日の出」 op.55
マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

2014/7/11
2014/7/12

第662回
定期演奏会 サントリーホール 広上淳一 ソプラノ：谷口由美子

モンテヴェルディ 歌劇「オルフェオ」より　トッカータ
デュティユー コレスポンダンス
ベルリオーズ 序曲「海賊」 op.21

プッチーニ
交響的奇想曲
歌劇「マノン・レスコー」より
第3幕への間奏曲

ストラヴィンスキー 組曲「プルチネッラ」

2014/9/12
2014/9/13

第663回
定期演奏会 サントリーホール 山田和樹 ヴィオラ：パウリーネ・ザクセ 

チェロ：菊地知也

Ｒ．シュトラウス 楽劇「バラの騎士」より　ワルツ第1番
シェーンベルク 浄められた夜
Ｒ．シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」 op.35

2014/10/24
2014/10/25

第664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 弦楽セレナーデ
ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 op.43

2014/11/14
2014/11/15

第665回
定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン

シベリウス 交響詩「大洋の女神」
マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2014/12/5
2014/12/6

第666回
定期演奏会 サントリーホール 外山雄三 ピアノ：小山実稚恵

外山雄三 交響詩「まつら」

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 「皇帝」 
op.73

バッハ（ストコフスキー編） カンタータ第208番 羊は安らかに草を食み
バッハ（レスピーギ編） パッサカリアとフーガ ハ短調
バッハ（ストコフスキー編） トッカータとフーガ

2015/1/30
2015/1/31

第667回
定期演奏会 サントリーホール 小林研一郎 オーボエ：杉原由希子

グリーグ ホルベルク組曲 op.40
モーツァルト オーボエ協奏曲 ハ長調 K.34
シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 op.43

2015/3/20
2015/3/21

第668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 ピアノ：イワン・ルージン ショスタコーヴィチ
ピアノ協奏曲 第2番 op.102
交響曲 第11番 ト短調 op.103



定
期
公
演
記
録

10日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2015

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

 2014/4/17 第536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 ピアノ：ニコライ・デミジェンコ

ソプラノ：ローラ・エイキン

シェーンベルク 弦楽のためのワルツ
リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
マーラー 交響曲 第4番 ト長調 

 2014/5/17 第537回
定期演奏会 サントリーホール ワシリー・シナイスキー ヴァイオリン：

ワディム・グルズマン

ショスタコーヴィッチ
交響曲 第1番 ニ長調 「古典交響曲」 
op.25
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 op.63

ドヴォルザーク
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
歌劇「ばらの騎士」組曲

 2014/6/12 第538回
定期演奏会 サントリーホール パオロ・カリニャーニ

ソプラノ：並河寿美
メゾ・ソプラノ：清水華澄
テノール：岡田尚之
バス：妻屋秀和
合唱：新国立劇場合唱団
合唱指揮：三澤洋史

シューベルト レクイエム

 2014/7/15 第539回
定期演奏会 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5番 ハ短調 「運命」 op.67
ショスタコーヴィチ 交響曲 第８番 ハ短調 op.65

 2014/9/9 第540回
定期演奏会 サントリーホール 下野達也

ハイドン 交響曲 第9番 ハ長調 ＨｏｂⅠ－9
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 ＷＡＢ．109

 2014/10/9 第541回
定期演奏会 サントリーホール スタニスラフ・

スクロヴァチェフスキ
ブルックナー 交響曲 第0番 ニ短調 ＷＡＢ．100
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 op.92

 2014/11/22 第542回
定期演奏会 サントリーホール 尾高忠明 チェロ：宮田大 エルガー

チェロ協奏曲
交響曲 第3番 op.88（ペイン補完）

 2014/12/4 第543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 ピアノ：アンジェラ・ヒューイット

オンド・マルトノ：シンシア・ミラー
酒井健治 ブルー・コンチェルト

 （読響委嘱作品・世界初演）
メシアン トゥーランガリラ交響曲

 2015/1/16 第544回
定期演奏会 サントリーホール 準・メルクル ピアノ：金子 三勇士

ウェーベルン パッサカリア op.1
シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54
ブラームス（シェーンベ
ルク編）

ピアノ四重奏 第1番 ト短調 op.25 
（管弦楽版）

 2015/2/13 第545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 ヴィオラ：ニルス・メンケマイヤー

武満徹 鳥は星形の庭に降りる
バルトーク ヴィオラ協奏曲
アイヴズ 答えのない質問

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 「新世界から」 
op.95

 2015/3/27 第546回
定期演奏会 サントリーホール ジェラール・コルステン

モーツァルト
歌劇「劇場支配人」序曲
交響曲 第41番 ハ長調 「ジュピター」 
K.551

Ｒ．シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 op.40

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

2014/4/18 第298回
定期演奏会

横浜みなとみらい
大ホール 川瀬賢太郎 ピアノ：伊藤惠

バックス 交響詩「ティンタジェル城」
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１番 ハ短調 op.68

2014/5/16 第299回
定期演奏会

横浜みなとみらい
大ホール 現田茂夫 ヴァイオリン：﨑谷直人

團伊玖磨 交響組曲「アラビア紀行」

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 
K.218

ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 op.70

2014/6/27 第300回
定期演奏会

横浜みなとみらい　
大ホール 川瀬賢太郎 ソプラノ：秦茂子

アルト：藤井美雪 マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

2014/8/29 第301回
定期演奏会

横浜みなとみらい　
大ホール 小泉和裕 グラズノフ バレエ音楽「四季」

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 「悲愴」 op.74

2014/9/20 第302回
定期演奏会

横浜みなとみらい　
大ホール キンボー・イシイ ピアノ：三舩優子 ガーシュイン キューバ序曲

パリのアメリカ人
バーンスタイン 交響曲 第2番 「不安の時代」

2014/10/24 第303回
定期演奏会

横浜みなとみらい　
大ホール 湯浅卓雄 ヴァイオリン：石田泰尚

エルガー 弦楽セレナード ホ短調 op. 20
コルンゴルド ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 35
エルガー 交響曲 第３番 op.88 （ペイン補完）

2014/11/15 第304回
定期演奏会

横浜みなとみらい　
大ホール 金聖響 ピアノ：ギョーム・ヴァンサン

クセナキス ピソプラクタ
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37
ブーレーズ メモリアル
ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2015/1/24 第305回
定期演奏会

横浜みなとみらい　
大ホール サッシャ・ゲッツェル ソプラノ：チーデム・ソヤルスラン

コルンゴルト 組曲「シュトラウシアーナ」
Ｒ．シュトラウス ４つの最後の歌
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 （ノヴァーク版）

2015/2/20 第306回
定期演奏会

横浜みなとみらい　
大ホール 川瀬賢太郎 クラリネット：アンドレアス・オッテ

ンザマー

ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容
ウェーバー クラリネット協奏曲 第１番 ヘ短調 op.73
チャイコフスキー 交響曲 第2番 ハ短調 「小ロシア」 op.17

2015/3/7 第307回
定期演奏会

横浜みなとみらい　
大ホール 広上淳一 ヴァイオリン：小林美樹

ラーション 田園組曲 op.19
ステンハンマル ２つの感傷的なロマンス op.28

シベリウス ヴァイオリンと弦楽のための組曲 op.117
交響詩「タピオラ」 op.112

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 
op.46，第2番 op.55
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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

2014/4/11
第３49回
定期公演フィ
ルハーモニーシ
リーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール フィリップ・ベルノルト ピアノ：ゲルハルト・オピッツ ベートーヴェン

バレエ音楽「騎士バレエ」 Ｗｏ　01
ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 op.15
「エグモント」序曲 op.84
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37

2014/6/7
第３50回
定期公演マイ
スターシリーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール アンドレアス・デルフス

バッハ（イェンストル編） コラール前奏曲 「キリエ、聖霊なる神よ」 Ｂ
ＷＶ．671

ベートーヴェン
交響曲 第2番 ニ長調 op.36
交響曲 第3番 変ホ長調 「英雄」 op.55

2014/6/12
第３51回
定期公演フィ
ルハーモニーシ
リーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール エンリコ・オノフリ ソプラノ：森麻季

ヴァイオリン：エンリコ・オノフリ

ヴィヴァルディ

弦楽のための協奏曲 ニ短調 RV127
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV230 「調和
の霊感」 第9番 op.3－9
モテット「まことの安らぎはこの世にはなく」 
第１楽章 ＲＶ630
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 RV357 「ラ・ス
トラヴァガンツァ」 第4番 op.4-4
歌劇「グリゼルダ」ＲＶ718よりアリア「２つ
の風にかき乱されて」

モーツァルト 演奏会用アリア「ああ、恵み深い星 よ々、
もし天にあって」 K.538

ハイドン 交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」 Ｈｏｂ.Ⅰ
-100

2014/7/5
第３52回
定期公演マイ
スターシリーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール 大植英次

ソプラノ： 菅英三子
アルト： 山下牧子
テノール： 永田峰雄
バス：ジョン・ハオ
大阪フィルハーモニー合唱団、
OEK合唱団

コープランド リンカーンの肖像

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付」

2014/7/25
第３53回
定期公演フィ
ルハーモニーシ
リーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール 秋山和慶 ヴァイオリン：郷古廉

ストラヴィンスキー 管弦楽のための八重奏曲
ブラームス ヴァイオリン協奏曲  ニ長調 op.77
バルトーク 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽

2014/9/10
第３54回
定期公演フィ
ルハーモニーシ
リーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール パスカル・ロフェ ピアノ：辻井伸行

フォーレ 「ペレアスとメリザンド」組曲

ラヴェル
ピアノ協奏曲 ト長調
亡き王女のためのパヴァーヌ

ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

2014/9/20
第３55回
定期公演マイ
スターシリーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール ギュンター・ピヒラー

シェーンベルク 浄められた夜 op.4 （弦楽合奏版）
ハイドン 交響曲 第81番 ト長調 Ｈｏｂ.Ⅰ-81
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 「未完成」 D.759

2014/10/10
第３56回
定期公演フィ
ルハーモニーシ
リーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール

アロンドラ・デ・ラ・パー
ラ

クラリネット：
チャールズ・ナイデック

ファリャ バレエ音楽「三角帽子」第1組曲
コープランド クラリネット協奏曲

マルケス ダンソン第2番 （1994年室内オーケストラ
版）

ピラソラ タンガーゾ
ヒナステラ エスタンシア組曲 op.8a

2014/10/30
第３57回
定期公演フィ
ルハーモニーシ
リーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール サー・ネヴィル・マリナー フルート：工藤重典 モーツァルト

交響曲 第35番 ニ長調 「ハフナー」 
K.385
フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313
交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2014/11/2
第３58回
定期公演マイ
スターシリーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール サー・ネヴィル・マリナー ヴァイオリン：アビゲイル・ヤング

ヴォーン・ウィリアムズ ロマンス「揚げひばり」

ハイドン 交響曲 第96番 ニ長調 「奇跡」 Ｈｏｂ.Ⅰ
-96

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 「ジュピター」 
Ｋ.551

2015/1/10

第359回
定期公演 
ニューイヤー
コンサート フィ
ルハーモニーシ
リーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール 井上道義 歌：島田歌穂

ワルトトイフェル ワルツ「女学生」 op.191
ロジャース（中原達彦
編）

ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージッ
ク」 メドレー

アンダソン 踊る子ねこ
ロイド・ウェバー（島健
編） ミュージカル「キャッツ」より メモリー

ロイド・ウェバー（山下
康介編）

ミュージカル「エビータ」より アルゼンチンよ、
泣かないで

J.シュトラウスⅡ世 円舞曲「酒・女・歌」 op.333
カールマン 喜歌劇「チャールダーシュの女王」序曲
レノン／マッカトニー

（島健編） イン・マイ・ライフ

ラヴランド（中原達彦
編） ユー・レイズ・ミー・アップ

J.シュトラウスⅡ世
円舞曲「楽しめ人生を」 op.340
ポルカ「特急」op.311

ロイド・ウェバー ミュージカル「オペラ座の怪人」より オール・
アイ・アスク・オブ・ユー

シェーンベルク ミュージカル「レ・ミゼラブル」より オン・マイ・
オウン

2015/1/24
第３60回
定期公演マイ
スターシリーズ

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

武満徹 雨ぞふる

ハイドン 交響曲 第83番 ト短調 「めんどり」 Ｈｏｂ.Ⅰ
-88

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.93
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2014/2/15
第３61回
定期公演フィ
ルハーモニーシ
リーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール クリスチャン・ヤルヴィ

ソプラノ：立川清子、テノール：
高橋洋介、メゾ・ソプラノ：相
田麻純、
ソプラノ：吉田和夏、柴田紗貴
子、林よう子、
バリトン：村松恒夫、井口達、
語り：風季一成
合唱：ＯＥＫ合唱団

グリーグ 劇音楽「ペール・ギュント」全5幕 （ドイツ語、
一部日本語上演） op.23

2015/3/7
第３62回
定期公演マイ
スターシリーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール マックス・ポンマー チェンバロ：曽根麻矢子

バッハ 管弦楽組曲 第1番 ハ長調 ＢＷＶ.1066
フランケ イエロー・クラウズ （2009年）
ハイドン 交響曲 第82番 ハ長調 「熊」 Ｈｏｂ.Ⅰ-82
バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 ＢＷＶ.1068

2015/3/20
第３63回
定期公演フィ
ルハーモニーシ
リーズ

石川県立音楽堂コン
サートホール 井上道義 ピアノ：仲道郁代

ヴァイオリン：アビゲイル・ヤング

ペルト／フラトレス ヴァイオリン、弦楽および打楽器のための
（1977／1992）

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 「ザ・グレート」 
D.944

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

 2014/5/9 第133回
定期演奏会

三井住友海上しらか
わホール 田中祐子 ピアノ：関本昌平

モーツァルト 歌劇「コジ･ファン・トゥッテ」序曲 Ｋ.588
リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 「ジュピター」 
K.551

 2014/6/13 第134回
定期演奏会

三井住友海上しらか
わホール 寺岡清高 ヴァイオリン：チャン・ユジン

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

 2014/7/18 第135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 クラリネット：箱﨑由衣

メンデルスゾーン 序曲「真夏の夜の夢」 op. 21
コープランド クラリネット協奏曲
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 「英雄」 op. 55

 2014/9/26 第136回
定期演奏会

三井住友海上しらか
わホール 井﨑正浩 丹波明 楽劇「白峯」

 2014/11/21 第137回
定期演奏会

三井住友海上しらか
わホール 松尾葉子 ピアノ：外山啓介

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲
ショパン ピアノ協奏曲 第2番 へ短調 op.21

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

 2015/2/8 第138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：佐竹美奈子

ドヴォルザーク ピアノ協奏曲 ト短調 op.33

スーク 交響曲 第2番 ハ短調 「アスラエル」 
op.27

 2015/3/6 第139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 チェロ：山本裕康

ドヴォルザーク
序曲「謝肉祭」
チェロ協奏曲 イ長調 Ｂ.10

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90
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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

2014/4/18
2014/4/19

第412回
定期演奏会
＜「ファースト」シ
リーズ　シベリウ
スのオリジナル＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール ユッカ・イーサッキラ ヴァイオリン：三浦文彰

サロネン ギャンビット（日本初演）

シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
（1903年オリジナル版）

交響曲 第5番 変ホ長調 op.82
（1915年オリジナル版）

2014/5/30
2014/5/31

第413回
定期演奏会
＜「ファースト」
シリーズ　マー
ラーの1番＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール マーティン・ブラビンズ テューバ：林裕人

ピッカード 16の日の出
（名古屋フィル委嘱作品、世界初演）

マーラー 花の章
ヴォーン・ウィリアムズ バス・テューバ協奏曲 ヘ短調
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2014/6/20
2014/6/21

第414回定期
演奏会
＜「ファースト」
シリーズ　ニー
ルセンの1番＞

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 打楽器：コリン・カリー

ビゼー 劇音楽「アルルの女」第1組曲

ホルト 打楽器協奏曲「騒音の卓」（日本初演）

ニールセン 交響曲 第1番 ト短調 op.7、ＦS.16

2014/7/25
2014/7/26

第415回定期
演奏会
＜「ファースト」シ
リーズ　ロシアと
ポーランドの1番＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール ミハウ・ドヴォジンスキ ピアノ：小山実稚恵

プロコフィエフ 交響曲 第1番 ニ長調 「古典交響曲」 
op.25

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11

ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲

2014/9/5
2014/9/6

第416回定期
演奏会
＜「ファースト」
シリーズ　チェコ
の1番＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 円光寺雅彦 ピアノ：スティーヴン・ハフ

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」序曲

ドヴォルザーク ピアノ協奏曲 ト短調 op.33

マルティヌー 交響曲 第1番 Ｈ.289

2014/10/24
2014/10/25

第417回定期
演奏会
＜「ファースト」
シリーズ　偉大
なシンフォニスト
の1番＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール マーティン・ブラビンズ トロンボーン：ヨルゲン・ファン・

ライエン

ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 op.21
アホ トロンボーン協奏曲（日本初演）
藤倉大 バニツァ・グルーヴ！
ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 op.10

2014/11/14
2014/11/15

第418回定期
演奏会
＜「ファースト」
シリーズ　"B"の
1番＞

愛知県芸術劇場コン
サートホール 川瀬賢太郎

テノール：小原啓楼
ホルン：安土真弓
メゾ・ソプラノ：福原寿美枝

ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲 第1番 op.138
ブリテン セレナード op.31
ベルリオーズ 序曲「ウェイヴァリー」 op.1
バーンスタイン 交響曲 第1番 「エレミア」

2014/12/12
2014/12/13

第419回定期
演奏会
＜「ファースト」シ
リーズ　アンファン・
テリブルの1番＞

愛知県芸術劇場コン
サートホール 尾高忠明 ヴァイオリン：郷古廉

モーツァルト 交響曲 第1番 変ホ長調 Ｋ.16

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 
op.19

ウォルトン 交響曲 第1番 変ロ短調

2015/1/30
2015/1/31

第420回定期
演奏会
＜「ファースト」シ
リーズ　リングの
第1日第1幕＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール マーティン・ブラビンズ

ソプラノ：スーザン・ブロック
テノール：リチャード・バークレー
＝スティール
バス：小鉄和広

Ｒ．シュトラウス セレナード 変ホ長調 op.7
ブリテン シンプル・シンフォニー op.4

ワーグナー 楽劇『ワルキューレ』第1幕

2015/2/20
2015/2/21

第421回定期
演奏会
＜「ファースト」
シリーズ　ロシ
アの1番＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール アンドリス・ポーガ ピアノ：ソヌ・イェゴン

トランペット：井上圭

ムソルグスキー 聖ヨハネ祭のはげ山の夜
(交響詩「はげ山の一夜」原典版)

ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 op.35
カリンニコフ  交響曲 第1番 ト短調

2015/3/27
2015/3/28

第422回定期
演奏会
＜「ファースト」
シリーズ　巨匠
の1番＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 下野竜也

松村禎三  交響曲 第1番

ブルックナー  交響曲 第1番 ハ短調 （ウィーン稿）
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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

2014/4/25 第578回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 下野竜也 オーボエ：セリーヌ・モワネ

ドヴォルザーク
序曲三部作「自然と人生と愛」
1. 序曲「自然の王国で」op.91 
2. 序曲「謝肉祭」op.92
3. 序曲「オセロ」op.93

マルティヌー オーボエ協奏曲
ヤナーチェク シンフォニエッタ

2014/5/24 第579回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 広上淳一 ヴィオラ：川本嘉子

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 op.9
プーランク バレエ組曲「牝鹿（めじか）」
ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド 」op.16

2014/6/20 第580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：

クリストフ・バラーティ

モーツァルト 交響曲 第31番 ニ長調 「パリ」 
K.297(300a)

パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 
op.6

エルガー 変奏曲「謎（エニグマ）」 op.36

2014/7/18 第581回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 外山雄三 ピアノ：アンドレア・バケッティ

ツィンバロン：斉藤浩

小山清茂 管弦楽のための「木挽歌」
モーツァルト ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453

コダーイ
マロシュセーク舞曲
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

2014/8/10 第582回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール

エドウィン・アウトウォー
ター

ソプラノ：森麻季
合唱：京響コーラス

フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 op.80

モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 「ハフナー」 
Ｋ.385

ラター マニフィカート

2014/9/27 第583回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール ドミトリー・リス ヴァイオリン：川久保賜紀

ブラームス 悲劇的序曲 op.81
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1911年
版）

2014/10/24 第584回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール

チャールズ・オリヴィエリ
＝モンロー ピアノ：ニコライ・ホジャイノフ

スメタナ 歌劇「秘密」序曲
ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21

スメタナ（Ｇ.セル編） 弦楽四重奏曲 第1番 ホ短調 「わが生
涯より」　

2014/11/23 第585回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 飯守泰次郎

ワーグナー
歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
ジークフリート牧歌
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

2015/1/22 第586回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 広上淳一 ピアノ：舘野泉

バーンスタイン 「オン・ザ・タウン」から3つのダンス・
エピソード

ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調
プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 op.100

2015/2/22 第587回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール オッコ・カム ピアノ：ナレ・アルガマニヤン

シベリウス 交響幻想曲「ポヒョラの娘」 op.49
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 「不滅」 op.29

2015/3/29 第588回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 高関健 ヴァイオリン：滝千春

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 「ト
ルコ風」 Ｋ.219

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 op.65
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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

2014/4/24 第１85回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡清高 ドヴォルザーク

序曲三部作「自然と人生と愛」
1. 序曲「自然の王国で」op.91
2. 序曲「謝肉祭」op.92
3. 序曲「オセロ」op.93
交響曲 第７番 ニ短調 op.70

2014/5/30 第１86回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 児玉宏

ニルス・ゲーゼ 序曲「ハムレット」 ｏｐ.37
フランツ・アドルフ・ベ
ルワルド

交響曲 第3番 ハ長調 
「風変わりな交響曲」

カール・ニールセン 交響曲 第１番 ト短調 op.７

2014/7/28 第１8７回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール キンボー・イシイ ヴァイオリン：黒川侑

ピアノ：内藤佳有

ベルリオーズ 序曲「リア王」 op.4

バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第１番
ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

2014/9/19 第188回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 児玉宏 ピアノ：佐藤卓史

ヘルマン・ゲッツ 歌劇「じゃじゃ馬ならし」序曲
モーツァルト ピアノ協奏曲 第15番 変ロ長調 K.450
ブルックナー 交響曲 第00番 ヘ短調

2014/10/16 第１89回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 川瀬賢太郎 ピアノ：田村響

チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 op.102
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 op.27

2014/12/15 第１90回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡清高 ピアノ：クリストファー・ヒンター

フーバー

ハンス・ロット 「ジュリアス・シーザー」への前奏曲
フランツ・シュミット 交響曲 第１番 ホ長調
ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83

2015/1/16 第１91回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 三ツ橋敬子 ティンパニ：エンリコ・カリーニ

ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
クラウディオ・カヴァッ
リーニ ティンパニ協奏曲 op.２２（世界初演）

エルガー 交響的習作「ファルスタッフ」 op.68

2015/2/18 第１92回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 児玉宏 ピアノ：田部京子

ウォルトン 組曲「ヘンリー5世」
ジュゼッペ・マルトゥッ
チ ピアノ協奏曲 第１番 ニ短調

グラズノフ 交響曲 第７番 ヘ長調 「田園」 op.７７

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

2014/4/4
2014/4/5

第477回
定期演奏会 フェスティバルホール 井上道義 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4番 ハ短調 op.43

2014/5/28
2014/5/29

第478回
定期演奏会 フェスティバルホール イオン・マリン

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 op.36
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.98

2014/6/26
2014/6/27

第479回
定期演奏会 フェスティバルホール 下野竜也 ピアノ：アルド・チッコリーニ

ラヴェル 古風なメヌエット

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

ブルックナー 序曲 ト短調
ヒンデミット 交響曲「画家マティス」

2014/7/18
2014/7/19

第480回
定期演奏会 フェスティバルホール ユベール・スダーン

シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」
（1878/80 ノヴァーク版）

2014/9/25
2014/9/26

第481回
定期演奏会 フェスティバルホール 大植英次 マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

2014/10/23
2014/10/24

第482回
定期演奏会 フェスティバルホール 井上道義 ピアノ：ユリアンナ・アヴデーエワ

ショスタコーヴィチ ロシアとキルギスの主題による序曲 
op.115

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

2014/11/22
2014/11/24

第483回
定期演奏会 フェスティバルホール ヘルムート・ヴィンシャー

マン

福音史家、テノール・アリア、証
人Ⅱ：櫻田 亮
イエスの言葉：三原 剛
ソプラノ・アリア、ピラトの妻：秦 
茂子
アルト・アリア、証人Ⅰ：福原寿
美枝
バス・アリア：青山 貴
ユダ、ペトロ、大司祭、ピラト：
森 雅史
合唱：大阪フィルハーモニー合唱
団、京都バッハ合唱団
児童合唱：和歌山児童合唱団

バッハ マタイ受難曲 BWV.244

2015/1/30
2015/1/31

第484回
定期演奏会 フェスティバルホール 秋山和慶  ピアノ：ダン・タイ・ソン

ヴォーン・ウィリアムズ 劇付随音楽「すずめばち」序曲
ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21
R.シュトラウス 家庭交響曲 op.53

2015/2/20
2015/2/21

第485回
定期演奏会 フェスティバルホール クリスチャン・ヤルヴィ  ヴァイオリン：三浦文彰

エネスコ ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 op.11
ハチャトゥリヤン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
ラフマニノフ 交響的舞曲 op.45

2015/3/20
2015/3/21

第486回
定期演奏会 フェスティバルホール クラウス＝ペーター・フ

ロール
ヴァイオリン：クララ・ジュミ・カン
チェロ：ジャン・ワン

ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲
イ短調 op.102

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 op.88
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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

2014/4/29 第255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：ジェラール・コセ

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
フォーレ 「ペレアスとメリザンド」組曲 op.80
ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」 op.16

2014/5/17 第256回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫

ソプラノ：朴瑛実
アルト：谷地畝晶子
テノール：畑儀文
バス：小玉晃
合唱：関西フィルハーモニー合
唱団

ドヴォルザーク レクイエム 変ロ短調 op.89

2014/6/13 第257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：ジャンルカ・ザンピエー
リ
ソプラノ：畑田弘美
アルト：竹本節子
バス・バリトン：片桐直樹

ワーグナー 楽劇「ジークフリート」第3幕（演奏会
形式による原語上演）

2014/7/18 第258回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ハンスイェルク・シェレン

ベルガー フルート：セバスチャン・ジャコー
モーツァルト 歌劇「魔笛」 序曲 K.620
C.P.E バッハ フルート協奏曲 ニ短調 wq.22
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47

2014/9/20 第259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

ドヴォルザーク 交響詩「真昼の魔女」 op.108

R.シュトラウス メタモルフォーゼン（変容）～23の独奏
弦楽器のための～

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 「ザ・グレイト」 
D.944

2014/10/10 第260回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫 ピアノ：萩原麻未

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11 

シベリウス
レンミンカイネンの帰郷 op.22-4
交響曲 第4番 イ短調 op.63

2014/11/15 第261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
チェロ：宮田大
ピアノ：上田晴子

ベートーヴェン

ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための
三重協奏曲 ハ長調 op.56
序曲「レオノーレ」 第3番 op.72a
交響曲 第8番 ヘ長調 op.93

2015/2/13 第262回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール アンドリス・ポーガ ピアノ：中野翔太

グラズノフ 祝典序曲 op.73
ヒンデミット 主題と変奏「4つの気質」
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 op.36

2015/3/14 第263回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎 ヴァイオリン：清永あや

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調

�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

2014/4/17 第190回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 op.90
交響曲 第１番 ハ短調 op.68

2014/4/19 第191回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 ブラームス

交響曲 第2番 ニ長調 op.73
交響曲 第4番 ホ短調 op.98

2014/6/19 第192回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール パスカル・ヴェロ ピアノ：エリック・ル・サージュ

フォーレ 「マスクとベルガマスク」より
ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
フランク 交響曲 ニ短調

2014/7/24 第193回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール アラン・ブリバエフ トロンボーン：

イアン・バウスフィールド

レスピーギ 組曲「鳥」
ブルジョワ トロンボーン協奏曲 op.114
シベリウス 組曲「レンミンカイネン」　トゥオネラの白鳥
ラヴェル マ・メール・ロワ

2014/9/25 第194回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ハインツ・ホリガー オーボエ：ハインツ・ホリガー

シューマン 交響曲 第１番 変ロ長調 「春」 op.38
ハイドン オーボエ協奏曲 ハ長調
ヴェレッシュ ベラ・バルトークの思い出に捧げる哀歌
バルトーク 二つの映像 op.10

2014/10/17 第195回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親

ソプラノ：安藤赴美子　メゾ・ソ
プラノ：アンナ・クオ
共演：山形交響楽団
合唱：大阪センチュリー合唱団、
山響アマデウスコア
混声合唱団コーロ・フォレスタ、
大阪音楽大学合唱団

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

2014/12/9 第196回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 ヴァイオリン：アラベラ・美歩・

シュタインバッハー
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5番 嬰ハ短調

2014/12/18 第197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 スメタナ 連作交響詩「我が祖国」 全曲

2015/1/22 第198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 ラフマニノフ
パガニーニの主題による狂詩曲 op.43
交響曲 第2番 ホ短調 op.27

2015/3/12 第199回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール マックス・ポンマー ピアノ：ボリス・ギルトブルグ

ブラームス ピアノ協奏曲 第１番 ニ短調 op.15
ベートーヴェン  交響曲 第3番 変ホ長調 「英雄」 op.55
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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

2014/4/11
2014/4/12
2014/4/13

第69回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化
センター　
KOBELCO大ホール

佐渡裕 ピアノ：ドミトリー・メイボローダ
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
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 「悲愴」 op.74

2014/5/16
2014/5/17
2014/5/18

第70回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化
センター　
KOBELCO大ホール

ロッセン・ミラノフ ソプラノ：浜田理恵

ラヴェル 道化師の朝の歌
ドビュッシー 海～3つの交響的素描
ショーソン 愛と海の詩 op.19
ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2014/6/13
2014/6/14
2014/6/15

第71回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化
センター　
KOBELCO大ホール

シュテファン・
ザンデルリンク

ヴァイオリン：
有希マヌエラ・ヤンケ

コダーイ ガランタ舞曲
バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番
ラフマニノフ 交響的舞曲 op.45

2014/9/12
2014/9/13
2014/9/14

第72回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化
センター　
KOBELCO大ホール

佐渡裕
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調

 「未完成」D.759

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調
 「ロマンティック」

2014/10/17
2014/10/18
2014/10/19

第73回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化
センター　
KOBELCO大ホール

アロンドラ・デ・ラ・パーラ ヴァイオリン：
ネマニャ・ラドゥロヴィチ

コープランド エル・サロン・メヒコ

パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 
op.6

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザート」 op.35

2014/11/14
2014/11/15
2014/11/16

第74回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化
センター　
KOBELCO大ホール

クリスティアン・アルミンク ピアノ：ダン・タイ・ソン

ギョーム・ルクー 弦楽のためのアダージォ op.3

ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調 
op.82

フランク 交響曲 ニ短調

2015/1/16
2015/1/17
2015/1/18

第75回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化
センター　
KOBELCO大ホール

佐渡裕

ソプラノ：並河寿美
メゾ・ソプラノ：清水華澄
合唱：ひょうごプロデュースオペ
ラ合唱団、オープニング記念第
9合唱団

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

2015/2/20
2015/2/21
2015/2/22

第76回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化
センター　
KOBELCO大ホール

下野竜也 ヴァイオリン：シン・ヒョンス

吉松隆 朱鷺によせる哀歌 op.12

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 
op.63

ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 op.70
2015/3/13
2015/3/14
2015/3/15

第77回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化
センター　
KOBELCO大ホール

ガエタノ・デスピノーサ ピアノ：リーズ・ドゥ・ラ・サール
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 op.43

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

2014/4/29 第338回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
下野竜也 ヴァイオリン　三浦文彰

シューマン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調
 「ロマンティック」（ハース版）

2014/5/23 第339回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
イオン・マリン

メンデルスゾーン
序曲「フィンガルの洞窟」 op.26
交響曲 第4番 イ長調 「イタリア」 op.90

ムソルグスキー
（ラヴェル編） 組曲「展覧会の絵」

2014/6/20 第340回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
ドリアン・ウィルソン フルート：デニス・ブリアコフ

ハチャトゥリアン フルート協奏曲 ニ長調 （ランパル版）

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2014/7/11 第341回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
秋山和慶 ソプラノ：小林沙羅

モーツァルト
アダージョとフーガ ハ短調 K.546
モテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」 
K.165(158a)

マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2014/9/19 第342回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
大友直人 ピアノ　田部京子

モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番イ長調 K.488

ブラームス 交響曲 第１番 ハ短調 op.68

2014/10/10 第343回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
広上淳一

アッテルベリ 交響曲 第6番 ハ長調 「ドル交響曲」 
op.31

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.98

2014/11/12 第344回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
秋山和慶 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 op.83

交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2015/1/23 第345回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
秋山和慶

オネゲル 交響曲 第3番 「典礼風」

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90

2015/2/27 第346回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
井上道義 ピアノ：児玉麻里・児玉桃

三善晃 樹上にて（1993年改訂版）

プーランク 2台のピアノと管弦楽のための協奏曲 
ニ短調

ハイドン 交響曲 第87番 イ長調 Hob,Ⅰ-87

2015/3/13 第347回
定期演奏会

広島文化学園
ＨＢＧホール

（広島市文化交流会館）
コンサートマスター：安永徹
ピアノ：市野あゆみ

ピーター・ウォーロック キャプリオル組曲（弦楽合奏版）

モーツァルト
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453
交響曲 第41番 ハ長調 「ジュピター」 
K.551
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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

2014/4/13 第331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 チェロ：ウェン＝シン・ヤン

プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」間奏曲
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
ムソルグスキー

（ラヴェル編） 組曲「展覧会の絵」

2014/5/20 第332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 トランペット：ガボール・タルケヴィ

山田耕筰 序曲 ニ長調
ヘンデル トランペットと弦楽のための組曲 ニ長調
ベーメ トランペット協奏曲 op.18
Ｒ．シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 op.40

2014/6/19 第333回
定期演奏会　

アクロス福岡
シンフォニーホール 小林研一郎 ピアノ：ハオチェン・チャン

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 op.5
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op.16
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 op.88

2014/7/18 第３３４回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 大友直人 チューバ：鈴木浩二

エルガー 弦楽セレナード ホ短調 op.20
ヴォーン・ウィリアムズ チューバ協奏曲 ヘ短調
エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 op.63

2014/9/24 第335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：

アンドリュー・フォン・オーエン
シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54
ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調（リンツ稿）

2014/10/21 第336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 ピアノ：萩原麻未

リスト 交響詩「前奏曲」
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11
ラフマニノフ 交響的舞曲 op.45

2014/11/27 第337回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール シーヨン・ソン ヴァイオリン：成田達輝

チン・ウンスク ロカナ～光の部屋～
ハチャトゥリアン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2015/2/7 第338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：吉原圭子
アルト：山下牧子
テノール：小原啓楼
バリトン：河野克典
合唱：九響合唱団　

ベートーヴェン 荘厳ミサ曲 ニ長調
 （ミサ・ソレムニス）op.123
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ニューフィルハーモーニーオーケストラ千葉
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

2014/5/25
第95回
定期演奏会

「歌え、踊れ、
生命の証として」

 習志野文化ホール  大井剛史  ベートーヴェン
歌劇「フィデリオ」序曲
交響曲 第4番 変ロ短調 op.60
交響曲 第7番 イ長調 op.92

2014/10/26
第96回
定期演奏会

「彼が愛した、ヘ長
調のユートピア」

千葉県文化会館
大ホール  大井剛史  ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 op.62
交響曲 第8番 ヘ長調 op.93
交響曲 第6番 ヘ長調 「田園」 op.68

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

2015/1/10 第３３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：松尾香世子
バリトン：黒田博
合唱：東京ユニバーサル・フィ
ルハーモニー混声合唱団
合唱指揮：北川博夫

シューベルト 交響曲 第７番 ロ短調
「未完成」D.759

ブラームス ドイツ・レクイエム op.45

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

2014/7/6

第52回
定期演奏会
～エッシェンシャ
ル・モーツァルト・
シリーズ～
vol.4～

静岡市清水文化会館
マリナート 鈴木秀美 ピアノ：須関裕子 モーツァルト

歌劇「後宮からの逃走」序曲
ピアノ協奏曲第 24番 ハ短調 K.491

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2014/11/24

第53回
定期演奏会
～Plays ガー
シュウィン
vol.2～

静岡市民文化会館 篠崎靖男 椎名豊ジャズトリオ

プロコフィエフ 「キージェ中尉」組曲

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

ガーシュウィン ラプソディ・イン・ブルー

2014/12/6

第54回
定期演奏会
～エッシェンシャ
ル・モーツァルト・
シリーズ
vol.5～

静岡市清水文化会館
マリナート イジ－・シュトルンツ クラリネット：塚本陽子 モーツァルト

歌劇「ドン・ジョバンニ」序曲

クラリネット協奏曲 イ短調 K.622

交響曲 第40番 ト短調 K.550

2014/12/28

第55回
定期演奏会
～県民参加によ
る「歓喜の歌」
第九コンサート～

静岡市清水文化会館
マリナート 篠崎靖男

ソプラノ：半田美和子
メゾ・ソプラノ：永井和子
テノール：竹田昌弘
バリトン：高橋洋介
共演：静響ジュニアオーケストラ

（歌劇「フィデリオ」序曲）
合唱：県民参加による合唱団

ベートーヴェン

歌劇「フィデリオ」序曲

交響曲 第9番 ニ短調
「合唱付」op.125

2015/3/29
第56回
定期演奏会
～オーケストラの
日コンサート～

静岡市清水文化会館
マリナート 篠崎靖男 ピアノ：清水和音

シベリウス 交響詩「フィンランディア」op.26

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 ニ短調 op.43

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

2015/2/1 第25回
定期演奏会 小牧市市民会館 広上淳一 ヴァイオリン：小林美樹

ハイドン 交響曲 第100番  ト長調「軍隊」
Hob.Ⅰ-100

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
交響曲 第2番 ニ短調 op.43

準　会　員 
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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

 2014/4/19 第193回
定期演奏会

京都コンサートホール
小ホール  齊藤一郎 ソプラノ：大西ゆか

松村禎三 阿知女

小山清茂 小交響楽のための交響詩
「アイヌの幻想」

フィンジ クラリネット協奏曲
レスピーギ ボッティチェリの3枚の絵

 2014/6/29 第194回
定期演奏会

京都コンサートホール
小ホール  大山平一郎

ラター 弦楽のための組曲

ブリテン フランク・ブリッジの主題による変奏曲 
op.10

ブリッジ アイルランドの旋律
～ロンドンデリーの歌～

コープランド 劇場のための音楽

2014/10/18 第195回
定期演奏会

京都コンサートホール
小ホール  齊藤一郎 ソプラノ：日紫喜恵美

伊福部 昭 土俗的三連画
原田甫 i Felicidades El Maestro!
石井真木 幻の曲
眞鍋理一郎 Omaggio al Maestro IFUKUBE
今井重幸 Kyousouteki Henyou
松村禎三 Homage to Akira IFUKUBE
三木稔 Godzilla is dancing
芥川也寸志 ゴジラの主題によるバラード
池野成 Omaggio a Maestro A.Ifukube
黛敏郎 Hommage à A.IFUKUBE

リゲティ 歌劇「ル・グラン・マカーブル」より　
マカーブルの秘密

レスピーギ 組曲「鳥」

 2015/1/9
第196回
定期演奏会
ニューイヤーコ
ンサート2015

京都コンサートホール
大ホール  齊藤一郎 ソプラノ：石橋栄美

バリトン：青山貴 モーツァルト

歌劇「ドン・ジョバンニ」 K.527 より「序
曲」「ぶってよ、マゼッタ」「カタログの歌」

「手に手を取って」
歌劇「フィガロの結婚」 K.492 より「結
婚行進曲」「５・・・１０・・・２０・・・
３０」「もう飛ぶまいぞ、この蝶々」「恋人
よ、早くここへ」
歌劇「魔笛」 K.620 より「序曲」「おい
らは鳥刺し」「愛の喜びは露と消え」「パ
パパの二重唱」
交響曲 第41番 ハ長調 

「ジュピター」 K.551

 2015/3/14
第197回
定期演奏会
古典派への道
程 VOL.16

京都コンサートホール
小ホール  有田正広 ピアノ：仲道郁代

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

ベートーヴェン
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58

交響曲 第8番 ヘ長調 op.93

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
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

2014/10/11
2014/10/13

創立100周年
記念プロジェクト
ザ・カレッジ・オ
ペラハウス開館
25周年記念
第51回定期演
奏会～20世紀
オペラ・シリーズ
～

ザ・カレッジ・オペラ
ハウス 山下一史

演出：井原広樹
「鬼娘恋首引」
番茶姫：川口りな、
伊呂波匂之助：中川正崇
素天童子：田中勉
地謡：木澤佐江子、福島紀子、柏
原保典、木村孝夫

「カリュー・リヴァー」
狂女：西垣俊明、渡し守：桝貴志
旅人：西村圭一、少年の魂：西宮
少年合唱団
修道院長：西尾岳史
巡礼の合唱：ザ・カレッジ・オペラ
ハウス合唱団

鈴木英明 「鬼娘恋首引」

ブリテン カーリュー・リヴァー
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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

2014/4/18 第217回
定期演奏会 東京文化会館小ホール 延原武春  テレマン 食卓の音楽 第１集

2014/5/15

第218回
定期演奏会
ベートーヴェン 
ピアノ協奏曲
全曲公演
Ｖｏｌ．1

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

ピアノ協奏曲 第２番 変ロ長調 op.19

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58

2014/6/20 第219回
定期演奏会 霊南坂教会（東京） 延原武春 ソプラノ：渡辺有香

トランペット：中島真  J.S.バッハ

管弦楽組曲 第５番 ト短調
BWV 1070
カンタータ 第５１番 「すべての地にて歓
呼して神を迎えよ」 BWV 51
カンタータ 第82番 「私は満ち足りてい
ます」 BWV 82

2014/8/28

第220回
定期演奏会
ベートーヴェン
ピアノ協奏曲
全曲公演
Ｖｏｌ．2

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

ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 op.15

ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37

2014/10/10 第221回
定期演奏会 いずみホール 延原武春

福音史家：新井俊稀
イエス：高曲伸和
ソプラノ：渡辺有香
アルト：山本有香子
テノール：眞木喜規
バス：篠部信宏
合唱：テレマン室内合唱団

 C.P.E.バッハ マタイ受難曲（１７６９年版）

2014/11/20

第222回
定期演奏会
ベートーヴェン
ピアノ協奏曲
全曲公演
Ｖｏｌ．3

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

ピアノ協奏曲 第５番 変ホ長調
 「皇帝」 op.73

ピアノ協奏曲 第０番 変ホ長調 
WoO.4

2015/1/23
第223回
定期演奏会
ニューイヤーコ
ンサート

東京文化会館小ホール 延原武春 ヴァイオリン：浅井咲乃

 ヴィヴァルディ 協奏曲集「調和の霊感」

 クライスラー
愛の喜び
愛の悲しみ
美しきロスマリン

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

2014/4/13 第34回
定期演奏会

奈良県文化会館　
国際ホール 秋山和慶 ピアノ：佐藤明子 ベートーヴェン

ピアノ協奏曲第5番変ホ短調「皇帝」
op.73
交響曲 第3番 変ホ長調

「英雄」op.55

2014/9/21 第35回
定期演奏会

奈良県文化会館　
国際ホール 角田鋼亮

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調「運命」op.67

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調
「未完成」D.759

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調
「新世界より」op.95

2015/3/29 第36回
定期演奏会

奈良県文化会館　
国際ホール 田中祐子 ピアノ：岡田真希 リスト

ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
「死の舞踏」～「怒りの日」による
パラフレーズ～

ニールセン 交響曲 第4番「不滅」op.29




