
　　日本オーケストラ連盟加盟 正会員オーケストラ

自主公演記録
（２００８年４月１日～２００９年３月31日）



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

ヤナーチェク タラス・ブーリバ

Pf：伊藤恵 モーツァルト ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491

ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60

2008/4/12 第508回札幌交響楽団定期演奏会

いずみたく／宮川彬良 見上げてごらん夜の星を

ベートーヴェン／宮川彬良 シンフォニック・ナンバー5

マンシーニ ひまわり

ロータ ゴッドファーザー

バーンスタイン 大脱走のマーチ

レノン＋マッカートニー／宮川彬良 ア・ハード・デイズ・ナイト

レノン＋マッカートニー／宮川彬良 P.S. アイ・ラブ・ユー

レノン＋マッカートニー／宮川彬良 レディ・マドンナ

レノン＋マッカートニー／宮川彬良 ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード

つのだひろ メリー・ジェーン

King,P.W. テネシー・ワルツ

大中恩／宮川彬良 さっちゃん

宮川彬良 手紙

宮川彬良 とうさん

團伊玖磨／宮川彬良 交響詩「ぞうさん」

中山晋平／宮川彬良 しゃぼん玉

本居長世／宮川彬良 七つの子

本居長世／宮川彬良 赤い靴

岡野貞一／宮川彬良 ふるさと

内藤淳一 ブライアンの休日

糸谷良 ピッコロマーチ

浦田健次郎 セリオーソ

片岡寛晶 天馬の道

ジェイガー シンフォニア・ノビリッシマ

ネリベル 交響的断章

A.Sax：平野公崇 グラズノフ アルトサクソフォン協奏曲 ホ長調 作品109

ラフマニノフ ヴォカリーズ

レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

Sp：天羽明恵 マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2008/5/24 第509回札幌交響楽団定期演奏会

チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31

Vn：有希・マヌエラ・ヤンケ チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から

Pf：コンスタンチン・リフシッツ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2008/6/21 第510回札幌交響楽団定期演奏会

札幌交響楽団

以下、2008/6/20と同じ

以下、2008/5/23と同じ

以下、2008/4/11と同じ

札幌コンサートホールKitara大ホール
ゲルノート・
　シュマルフス

札幌コンサートホールKitara大ホール 高関健

2008/4/11 第508回札幌交響楽団定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール ラドミル・エリシュカ

2008/5/18 札響シンフォニックブラス2008 札幌コンサートホールKitara大ホール

2008/4/25 アキラさんのモダンコンサート

秋山和慶

Sp：鮫島有美子札幌コンサートホールKitara大ホール 宮川彬良

2008/5/23 第509回札幌交響楽団定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

2008/6/7
森の響フレンドコンサート
　札響名曲シリーズVol.1

2008/6/20 第510回札幌交響楽団定期演奏会
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J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番から 「朝」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 「チャールダーシュ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

村井邦彦／三浦秀秋 翼をください

ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」

服部克久 自由の大地

服部克久 ジャンピング バロック

福山雅治／服部克久 桜坂

五十嵐充／服部克久 タイム・ゴーズ・バイ

ローゼンマン／服部克久 エデンの東

ハーライン／服部克久 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」

メンケン／服部克久 映画「美女と野獣」から 「美女と野獣」

R.カーペンターほか／服部克久 カーペンターズ・メドレー

服部克久 ル・ローヌ

木森俊之／野見裕二 聖母たちのララバイ

筒美京平／野見裕二 ロマンス

筒美京平／野見裕二 シンデレラ・ハネムーン

大江千里／野見裕二 始まりの詩、あなたへ

バッハ／服部克久 小フーガ ト短調 BWV578

服部克久編 フックト・オン・クラシック

2008/7/23 日本製紙Presents 札響POPSコンサート Vol.6

宮川彬良 大発見マーチ

ベートーヴェン／宮川彬良 シンフォニック・ナンバー5

ベートーヴェン／宮川彬良 ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13 「悲愴」 第2楽章

ショパン／宮川彬良 子犬のワルツ

大中恩／宮川彬良 さっちゃん

民謡／宮川彬良 あんたがたどこさ

マンシーニ／宮川彬良 子象の行進

Sax：平原まこと 宮川彬良 5 SAXコンチェルト

宮川彬良編
ディズニー・シンフォニック・パレード（ジッパ・ディ・ドゥ・ダー、口笛を吹いて働こう、
ヘイ・ディドゥル・ディ・ディ、ミッキーマウス・マーチ）

2008/8/23
札響特別演奏会2008
　アキラさんの大発見コンサート

2008/9/19 第511回札幌交響楽団定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール

尾高忠明

副指揮：新通英洋、
 　　　　　長田雅人

グライムズ：福井敬(Tn)、
オルフォード：釜洞祐子(Sp)、
バルストロード：青戸知(Br)、
ホブスン：三原剛(Bs)、
スウォロー：久保和範(Bs)、
アーンティ：小川明子(At)、
2人の姪：鵜木絵里､平井香織(Sp)
ボウルズ：小原啓楼(Tn)、
牧師：湯川晃(Tn)、
セドリー夫人：岩森美里(MS)、
キーン：吉川健一(Br)
合唱：札響合唱団、
　　　　札幌アカデミー合唱団、
　　　　札幌放送合唱団

ブリテン 歌劇「ピーター・グライムズ」 作品33

2008/9/21 第511回札幌交響楽団定期演奏会 以下、2008/9/19と同じ

以下、2008/8/23と同じ

以下、2008/7/23と同じ

札幌コンサートホールKitara大ホール 服部克久

札幌コンサートホールKitara大ホール 高関健

歌：岩崎宏美
Og：シルヴァン・エリ

2008/7/23 日本製紙Presents 札響POPSコンサート Vol.6

2008/6/25
札響ジュニアクラシックコンサート
　札幌開成高校芸術鑑賞会

2008/8/23
札響特別演奏会2008
　アキラさんの大発見コンサート

札幌コンサートホールKitara大ホール 宮川彬良
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ドヴォルザーク 交響詩「野鳩」 作品110

Vc：ヨハネス・モーザー シューマン チェロ協奏曲 イ短調 作品129

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2008/10/11 第512回札幌交響楽団定期演奏会

2008/10/16
札響ジュニアクラシックコンサート
　石狩南高等学校芸術鑑賞会

札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明 以下、2008/6/25と同じ

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 「チャールダーシュ」

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」

Vn：漆原朝子 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

ワーグナー 歌劇「ローエングリン」 第1幕への前奏曲

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲」と「愛の死」

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲 第1番から 「朝」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 「チャールダーシュ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

Og：シンディ・カスティーヨ バッハ 小フーガ ト短調 BWV578

村井邦彦／三浦秀秋 翼をください

ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」

2008/11/6 札響ジュニアクラシックコンサート

ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲

ディーリアス 歌劇「村のロメオとジュリエット」から 「楽園への道」

エルガー 交響曲 第3番 ハ短調 作品88

2008/11/15 第513回札幌交響楽団定期演奏会

2008/11/18
ホクレンクラシックスペシャル
　札幌交響楽団東京公演2008

東京オペラシティコンサートホール

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

ドビュッシー／アンリ・ビュッセル 小組曲

Gt：福田進一 ロドリーゴ アランフエスの協奏曲

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「セギディーリャ」、
「アルカラの竜騎兵」、「闘牛士」

ビゼー 歌劇「カルメン」 第2組曲から 「ハバネラ」、「闘牛士の歌」、「ロマの踊り」

ラヴェル スペイン狂詩曲

Pf：館野泉 ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調

ラヴェル 道化師の朝の歌

ラヴェル 高雅で感傷的なワルツ

ラヴェル ラ・ヴァルス

2008/12/6 第514回札幌交響楽団定期演奏会

2008/12/27 札響の第9 札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

Sp：木下美穂子　MS：手嶋眞佐子
Tn：望月哲也
Br：ロバート・ハニーサッカー
合唱：札響合唱団、
　　　　札幌アカデミー合唱団、
　　　　札幌放送合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

以下、2008/10/10と同じ

以下、2008/11/14と同じ

高関健

以下、2008/12/5と同じ

以下、2008/11/14と同じ

札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

2008/10/10 第512回札幌交響楽団定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール
マルティン・
　トゥルノフスキー

札幌コンサートホールKitara大ホール

2008/10/25
森の響フレンドコンサート
　札響名曲シリーズVol.2

札幌コンサートホールKitara大ホール 高関健

2008/11/23
森の響フレンドコンサート
　札響名曲シリーズVol.3

札幌コンサートホールKitara大ホール 佐藤俊太郎

2008/10/16
札響ジュニアクラシックコンサート
　札幌稲雲高等学校芸術鑑賞会

札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

2008/11/6 札響ジュニアクラシックコンサート

2008/11/14 第513回札幌交響楽団定期演奏会

以下、2008/11/6と同じ

2008/12/5 第514回回札幌交響楽団定期演奏会
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2008/12/28 札響の第9

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

Pf：田部京子 モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467

J.シュトラウス ワルツ「春の声」 作品410

J.シュトラウス ポルカ「ポルカ「雷鳴と電光」」 作品324

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

2009/1/13 札響ニューイヤー・コンサート in 室蘭 室蘭市文化センター

J.シュトラウス ワルツ「春の声」 作品410

J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ

J.シュトラウス ワルツ「朝刊」 作品279

J.シュトラウス ポルカ「ポルカ「雷鳴と電光」」 作品324

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ワーグナー 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲

Pf：横山幸雄 伊福部昭 ピアノとオーケストラのための「リトミカ・オスティナータ」

Og：シンディ・カスティーヨ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガン付き」

2009/1/24 第515回札幌交響楽団定期演奏会

Vn：伊藤亮太郎 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」

2009/2/7 第516回札幌交響楽団定期演奏会

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

2009/3/11 札幌交響楽団富良野公演 富良野文化会館

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲第1番

Pf：小山実稚恵 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

シベリウス 交響詩「4つの伝説」作品22から 「トゥオネラの白鳥」

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

Vn：神尾真由子 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

2009/3/21 第517回札幌交響楽団定期演奏会

2009/3/29 札幌交響楽団岩内公演 岩内地方文化センター 以下、2009/3/10と同じ

以下、2009/3/10と同じ

以下、2009/1/23と同じ

以下、2009/2/6と同じ

尾高忠明

以下、2009/3/20と同じ

尾高忠明

尾高忠明

第515回札幌交響楽団定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 飯森泰次郎

以下、2009/1/12と同じ

以下、2008/12/27と同じ

2009/1/23

小樽市民会館 尾高忠明2009/1/12 札響ニューイヤー・コンサート in 小樽

2009/1/14 札響ニューイヤー・コンサート2009 ホテルロイトン札幌ロイトンホール 尾高忠明、高関健

第517回札幌交響楽団定期演奏会2009/3/20 札幌コンサートホールKitara大ホール
ハンス=マルティン・
　シュナイト

2009/3/14

第516回札幌交響楽団定期演奏会

森の響フレンドコンサート
　札響名曲シリーズVol.4

札幌コンサートホールKitara大ホール

清水町文化会館センター

札幌コンサートホールKitara大ホール

2009/3/10 札幌交響楽団清水町公演

2009/2/6

01.札幌交響楽団5ページ



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

バーンスタイン ｢キャンディード｣序曲

大中恩／福嶋頼秀 さっちゃん

大中恩／福嶋頼秀 犬のおまわりさん

ドイツ民謡／福嶋頼秀 かえるの歌

作曲者不詳／北方寛之 森のくまさん

イギリス民謡／北方寛之 大きなくりのきのしたで

越部信義／北方寛之 おもちゃのチャチャチャ

うるまでるび／福嶋頼秀 おしりかじり虫

メンケン／福嶋頼秀 映画「リトル・マーメイド」から 「パート・オブ・ユア・ワールド」

R.ロジャーズ／福嶋頼秀 「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「エーデルワイス」

R.ロジャーズ／北方寛之 「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「ドレミの歌」

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番から 「ファランドール」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

2008/4/6
オーケストラと遊んじゃおう　Vol.７
　～午後の部～

ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

ビゼー 管弦楽のための小組曲「子供の遊び」 作品22から 「ギャロップ」

ビゼー 組曲｢美しいパースの娘｣から 「ロマの踊り」

ビゼー
歌劇「カルメン」組曲第1番から 「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「間奏曲」、
「セギディーリャ」、「アルカラの竜騎兵」

ビゼー 歌劇「カルメン」組曲第2番から 「ハバネラ」、「闘牛士の歌」、「ロマの踊り」

2008/4/19 シーズンオープニングコンサート 酒田市民会館希望ホール

ワーグナー 歌劇「リエンツィ」序曲

Vn：小森谷巧 シュニトケ ヴァイオリン・ソナタ 第1番（弦楽合奏版）

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 「ワーグナー」

2008/5/24 第228回定期演奏会

ドヴォルザーク 序曲「フス教徒」 作品67

ドヴォルザーク チェコ組曲 ニ長調 作品39

マルティヌー 交響詩「リディツェへの追悼」

フサ プラハ1968のための音楽

2008/6/21 第229回定期演奏会

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」

ムソルグスキー 交響詩「禿山の一夜」

デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」

Jos.シュトラウス ワルツ「天体の音楽」 作品235

J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)

山田耕筰／新倉知 この道

文部省唱歌／新倉知 海

中田喜直／新倉知 夏の思い出

2008/7/13 マイタウンコンサート in 岩沼 岩沼市民会館

以下、2008/4/18と同じ

以下、2008/4/6～午前の部～と同じ

以下、2008/7/12と同じ

以下、2008/6/20と同じ

以下、2008/5/23と同じ

お話と歌：林隆三

仙台フィルハーモニー管弦楽団

2008/7/12 マイタウンコンサート in 栗原 栗原文化会館 末廣誠

2008/5/23 第228回定期演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

小泉和裕

2008/6/20 第229回定期演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

下野竜也

ゲスト：吉田ひとみ、
ピーマン ボンジョルノ カンパニー

2008/4/18 シーズンオープニングコンサート
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

パスカル･ヴェロ
Vn：長尾春花
MS：谷口睦美　Br：与那城敬

2008/4/6
オーケストラと遊んじゃおう　Vol.７
　～午前の部～

仙台市青年文化センター
　コンサートホール

山下一史
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ブラームス 悲劇的序曲 作品81

Vc：横坂源 ハイドン チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101

シューマン 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

2008/7/26 第230回定期演奏会

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」 作品61から 序曲

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」

ムソルグスキー 交響詩「禿山の一夜」

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35から 第2曲「若い王子と王女」

ストラヴィンスキー 組曲「火の鳥」(1919年版）から 「カッチェイ王の魔の踊り」、「こもり歌」、「終曲」

2008/8/1 気軽にクラシック！

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

タイケ／B&H版 行進曲「旧友」

アイレンベルク 森の水車

ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」から 「スワニルダのワルツ」

グノー 操り人形の葬送行進曲

アルフォード／マック・アリスター 行進曲「ボギー大佐」

J.F.ワーグナー／Luck's版 行進曲「双頭の鷲の旗の下に」

服部良一／和田薫 青い山脈

上原げんと／和田薫 東京のバスガール

遠藤実／和田薫 高校三年生

古関祐而／和田薫 モスラの歌

伊福部昭／和田薫 モスラVSゴジラ

伊福部昭／和田薫 聖なる泉

伊福部昭／和田薫 イヨマンテの夜

浜口庫之助／和田薫 涙くんさよなら

いずみたく／和田薫 見上げてごらん夜の星を

藤原秀行／和田薫 アカシアの雨が止む時

鏑木創／和田薫 銀座の恋の物語

滝廉太郎、安藤睦夫、成田為三、民
謡／和田薫

東北地方の歌メドレー（荒城の月、北上夜曲、浜辺の歌、斉太郎節）

中村八大／和田薫 上を向いて歩こう

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

Vn：川久保賜紀 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」

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

2008/9/27 第231回定期演奏会

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」作品71aから 「花のワルツ」

チャイコフスキー 序曲「1812年」

2008/10/11 仙台クラシックフェスティバル イズミティ21　大ホール 山下一史 Pf：山下洋輔 山下洋輔 ピアノ協奏曲 第3番 「EXPLORER」

2008/10/13 仙台クラシックフェスティバル イズミティ21　大ホール 山下一史 Pf：津田裕也 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

ヴェルディ 歌劇「アイーダ」」から 「凱旋行進曲」

Sp：佐藤美枝子　At：坂本朱
Tn：中鉢聡　Br：岡村喬生
合唱：せんくら合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」 第4楽章

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

以下、2008/8/1と同じ

以下、2008/7/25と同じ

以下、2008/9/26と同じ

2008/10/13
仙台クラシックフェスティバル
　ＮＴＴドコモ　コンサート

イズミティ21　大ホール 山下一史

Sp：藍川由美　Tn：羽山晃生
合唱：仙台放送合唱団

2008/9/26 第231回定期演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

ハンス=マルティン・
　シュナイト

2008/8/24
サマーフェスティバル2008
　「甦る昭和　青春のメロディ」

東京エレクトロンホール宮城 和田薫

2008/10/11 仙台クラシックフェスティバル イズミティ21　大ホール 山下一史

2008/8/1
気軽にクラシック！Vol.３
　～夏を楽しむ！クラシック～

仙台市青年文化センター
　コンサートホール

山下一史

2008/7/25 第230回定期演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

山下一史
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シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調 第4楽章「アダージェット」

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2008/10/18 第232回定期演奏会

モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」

Pf：横山幸雄 サン・サーンス ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 作品103 「エジプト風」

ラヴェル チガーヌ

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）

2008/11/15 第233回定期演奏会

内藤淳一 ブライアンの休日

東海林修 ディスコ･キッド

エレビー シナモン・コンチェルト

ティケリ アン・アメリカン・エレジー

リード アルメニアン･ダンス　パートⅠ

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番

レスピーギ 交響詩「ローマの松」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」作品71aから 「花のワルツ」

チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」作品20から 「情景」、「チャールダーシュ」、「4羽の白鳥の踊り」

ワルトトイフェル ワルツ「スケートをする人々」

アンダソン 舞踏会の美女

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

アンダソン 踊る子猫

アンダソン クリスマス・フェスティバル

クーツ、バーリン、イギリス民謡／新
倉知編

メドレー（サンタが街にやってくる、ホワイト･クリスマス、おめでとうクリスマス）

ラモー 組曲「エベの祭典」

Sp：増田のり子　At：押見朋子
Tn：小原啓楼　Br：成田博之
合唱：仙台フィルと
　　　　第九をうたう合唱団　ほか

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/25 第九特別演奏会

ベルリオーズ 演奏会用序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

Pf：児玉桃 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

ハチャトゥリヤン バレエ組曲「ガイーヌ」から 「剣の舞」、「バラの乙女たちの踊り」、「レスギンカ」

リスト ハンガリー狂詩曲 第2番

マスカーニ 歌劇「友人フリッツ」間奏曲

チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45

2009/1/11 名曲コレクション＜福島公演＞ 福島県文化センター

2009/1/12 名曲コレクション＜いわき公演＞
いわき芸術文化交流館
　アリオス大ホール

Pf：小川典子 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2009/1/24 第234回定期演奏会 以下、2009/1/23と同じ

以下、2009/1/10と同じ

以下、2009/1/10と同じ

以下、2008/12/24と同じ

以下、2008/11/14と同じ

以下、2008/10/17と同じ

2009/1/23 第234回定期演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

大山平一郎

2008/12/24 第九特別演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

パスカル･ヴェロ

2009/1/10 名曲コレクション＜盛岡公演＞ 盛岡市民文化ホール 小泉和裕

Sax：須川展也

2008/12/4 杜の都のふれあいコンサート
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

米崎栄和 MS：後藤　優子

2008/11/24 オーケストラ！VS ブラス！２ イズミティ21　大ホール 山下一史

2008/11/14 第233回定期演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

パスカル･ヴェロ

2008/10/17 第232回定期演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

マルティン・
　トゥルノフスキー
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Fl：白戸美帆 イベール フルート協奏曲

Pf：菅原綾 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調

Tp：鎌田朋幸 アルチュニアン トランペット協奏曲 変イ長調

Vn：千葉さくら チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

コープランド バレエ組曲「アパラチアの春」

Cl：赤坂達三 コープランド クラリネット協奏曲

アイヴズ 答えのない質問

ハンソン 交響曲 第2番 作品30 「ロマンティック」

2009/2/21 第235回定期演奏会

ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

Vn：米元響子 ショーソン 詩曲 作品25

サン・サーンス／イザイ ワルツ・カプリス 作品52-6

フランク 交響曲 ニ短調

2009/3/21 第236回定期演奏会

リチョッティ（伝ペルゴレーシ） 弦楽のための小協奏曲 第2番 ト長調

Vn：伝田正秀 バッハ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ホ長調 BWV.1042

シュターミッツ 交響曲 ト長調 作品3-3

Fl：芦澤曉男 C.P.E.バッハ フルート協奏曲 ニ短調 Wq.22

J.C.バッハ シンフォニア 作品18 第4番 ニ長調

以下、2009/3/20と同じ

以下、2009/2/20と同じ

2009/3/29
オーケストラの日
　～オーケストラの誕生　そしてバッハ親子～

仙台市青年文化センター
　コンサートホール

2009/2/20 第235回定期演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

デリック・イノウエ

2009/3/20 第236回定期演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

パスカル･ヴェロ

2009/2/6 日演連推薦新人演奏会
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

山下一史
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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

Tp：井上直樹 ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調

ハイドン 交響曲 第6番 ニ長調 「朝」

ハイドン 交響曲 第7番 ハ長調 「昼」

ハイドン 交響曲 第8番 ト長調 「晩」

キラール オラヴァ

Pf：仲道郁代 ショパン アンダンテ・スピアナートと華麗な大ポロネーズ 変ホ長調 作品22

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2008/5/10 第189回定期演奏会 山形テルサ

2008/5/11 第189回定期演奏会

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第10番 ホ短調

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

滝廉太郎／若松正司 荒城の月

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

プライアー 口笛吹きと犬

杉本竜一 Believe

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

アンダソン 踊る子猫

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

岡野貞一 ふるさと

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

山形交響楽団

以下、2008/5/9と同じ

以下、2008/5/10と同じ

2008/4/19 第188回定期演奏会 山形県民会館 ゲルハルト・ボッセ

2008/5/9 第7回庄内定期演奏会 希望ホール 飯森範親

2008/6/9 長沼高校 長沼高校体育館 工藤俊幸

2008/6/10 胎内市小学校合同演奏会 胎内市産業文化会館 松元宏康

2008/6/11 日吉小学校 日吉小学校体育館 松元宏康
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ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

アンダソン 踊る子猫

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

岡野貞一 ふるさと

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

アンダソン 踊る子猫

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

岡野貞一 ふるさと

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

アンダソン シンコペイテッド・クロック

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

滝廉太郎／若松正司 荒城の月

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

アンダソン シンコペイテッド・クロック

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番（指揮者コーナー）

岡野貞一 ふるさと

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

2008/6/12 川口小学校・中学校合同 川口中学校体育館 松元宏康

2008/6/12 旭岡中学校他2校 旭岡中学校体育館 松元宏康

2008/6/16 東郷小学校 東郷小学校体育館 工藤俊幸

2008/6/16 楯岡中学校 楯岡中学校体育館 工藤俊幸
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ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

岡野貞一 ふるさと

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

2008/6/21 「夢づくり」 さくらんぼコンサート 東京オペラシティコンサートホール

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

アンダソン シンコペイテッド・クロック

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

上柴はじめ／山形交響楽団 青い空に絵を描こう

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

アンダソン 踊る子猫

プライアー 口笛吹きと犬

リズムの勉強

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

ミヨー フランス組曲から 「プロヴァンス」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第10番 ホ短調

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番（指揮者コーナー）

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

以下、2008/5/9と同じ

2008/6/17 小田島小学校 小田島小学校体育館 工藤俊幸

2008/6/23 楯岡小学校 楯岡小学校体育館 佐藤寿一

2008/6/24 行健第二小学校 行健第二小学校体育館 佐藤寿一

2008/6/26 八幡中学校 八幡中学校体育館 佐藤寿一
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ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン シンコペイテッド・クロック

プライアー 口笛吹きと犬

久石譲／山形交響楽団 トトロファンタジー（映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」、「まいご」、「となりのトトロ」）

村川千秋 音楽なぞなぞ

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

村川千秋 音楽なぞなぞ

いずみたく／村川千秋 手のひらを太陽に

岡野貞一 ふるさと

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「イタリアーナ」

スーザ 行進曲「美中の美」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

杉本竜一 Believe

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第10番 ホ短調

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番（指揮者コーナー）

バッハ G線上のアリア

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

岡野貞一 ふるさと

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

2008/6/27 遊佐町小学校合同演奏会① 遊佐町中央公民館 佐藤寿一

2008/6/27 遊佐町小学校合同演奏会② 遊佐町中央公民館 佐藤寿一

2008/6/30 東根中部小学校 東根中部小学校体育館 佐藤寿一

2008/7/2 石巻女子高校 石巻市民会館 佐藤寿一
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ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

岡野貞一 ふるさと

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

アンダソン 踊る子猫

プライアー 口笛吹きと犬

久石譲／山形交響楽団 トトロファンタジー（映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」、「まいご」、「となりのトトロ」）

リズムの勉強

杉本竜一 Believe

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

ミヨー フランス組曲から 「プロヴァンス」

バッハ カンタータ 第147番 「主よ､人の望みの喜びよ」 BWV147

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番（指揮者コーナー）

上柴はじめ／山形交響楽団 青い空に絵を描こう

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

2008/7/4 大郷小学校 大郷小学校体育館 佐藤寿一

2008/7/4 長岡小学校 長岡小学校体育館 佐藤寿一

2008/7/7 漆山小学校 漆山小学校体育館 工藤俊幸

2008/7/8 天童南部小学校 天童南部小学校体育館 工藤俊幸
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モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

アンダソン 踊る子猫

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

リズムの勉強

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

レズニチェク 歌劇「ドンナ・ディアナ」序曲

Vn：川久保賜紀 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン 踊る子猫

レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「イタリアーナ」

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

黒澤吉徳／山形交響楽団 大空賛歌

岡野貞一 ふるさと

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

ブラームス ハンガリー舞曲 第1、5番

村川千秋 音楽なぞなぞ

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

岡野貞一 ふるさと

山本直純／山形交響楽団 歌えバンバン

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

モーツァルト 交響曲 ト長調 K.anh221（K.45a）「旧ランバッハ」

モーツァルト アリア「神よ、私の心を」 K.418

モーツァルト アリア「ああ、情け深い星たちよ、もし天にいて」 K.538

モーツァルト アヴェ・ヴェルム・コルプス K.618

モーツァルト 「天の女王」 ハ長調 K.108

モーツァルト 交響曲 第33番 変ロ長調 K.319

2008/8/2 第4回モーツァルト定期演奏会 以下、2008/8/1と同じ

Sp：飯田みち代
合唱：鶴岡土曜会混声合唱団

2008/7/8 大富小学校 大富小学校体育館 工藤俊幸

2008/7/13 第190回定期演奏会 山形県民会館 山形テルサ

2008/7/15 袖崎小学校 袖崎小学校体育館 佐藤寿一

2008/7/24 荒谷小学校 荒谷小学校体育館 佐藤寿一

2008/8/1 第11回庄内定期演奏会 山形テルサ 飯森範親
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ドビュッシー 「子供の領分」（管弦楽版）

サン・サーンス 交響詩「オンファールの糸車」作品31

ミヨー バレエ音楽「屋根の上の牛」

デュカス 交響曲 ハ長調

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン シンコペイテッド・クロック

プライアー 口笛吹きと犬

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

平吉毅州 気球に乗ってどこまでも

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン 踊る子猫

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

久石譲／山形交響楽団 トトロファンタジー（映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」、「まいご」、「となりのトトロ」）

岡野貞一 ふるさと

山本直純／山形交響楽団 歌えバンバン

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

バッハ G線上のアリア

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

上柴はじめ／山形交響楽団 青い空に絵を描こう

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

J.シュトラウス アンネン・ポルカ 作品117

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

モーツァルト 交響曲 第25番 ト短調 K.183 第1楽章

2008/8/23 第191回定期演奏会 山形県民会館 阪哲朗

2008/9/1 上郷小学校 上郷小学校体育館 佐藤寿一

2008/9/1 大泉小学校 鶴岡市農村センター 佐藤寿一

2008/9/2 東平田小学校 東平田小学校体育館 佐藤寿一

2008/9/2 酒田第五中学校 酒田第五中学校体育館 佐藤寿一
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モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

アンダソン 踊る子猫

レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「イタリアーナ」

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」、

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番（指揮者コーナー）

スーザ 行進曲「美中の美」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

ミヨー 「フランス組曲」から 「プロバンス」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

バッハ G線上のアリア

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2集 作品72から 第10番 ホ短調

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から ホ長調 「春」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」 第4楽章

飯島耕月／佐藤寿一 校歌

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から ホ長調 「春」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

栃木県民謡／木島由美子 八木節

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」 第4楽章

佐藤寿一編 校歌

2008/9/11 宮下小学校 宮下小学校体育館

2008/9/12 烏山小学校 烏山小学校体育館

2008/9/16 夏井第一小学校 夏井第一小学校体育館

2008/9/17 長沼東小学校 長沼東小学校体育館

2008/9/18 木幡第一小学校 木幡第一小学校体育館

2008/9/19 一條小学校 一條小学校体育館

以下、2008/9/10と同じ

以下、2008/9/10と同じ

以下、2008/9/10と同じ

以下、2008/9/10と同じ

以下、2008/9/10と同じ

以下、2008/9/10と同じ

2008/9/3 梨郷中学校 梨郷中学校体育館 佐藤寿一

2008/9/3 沖郷中学校 沖郷中学校体育館 佐藤寿一

2008/9/9 金杉小学校 金杉小学校体育館 佐藤寿一

2008/9/10 吹上小学校 吹上小学校体育館 佐藤寿一
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ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「イタリアーナ」

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

リズムの勉強

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

滝廉太郎／若松正司 荒城の月

平吉毅州 気球に乗ってどこまでも

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

ミヨー フランス組曲から 「プロヴァンス」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

バッハ G線上のアリア

リズムの勉強

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2集 作品72から 第10番 ホ短調

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

モーツァルト 交響曲 第25番 ト短調 K.183 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

ミヨー 「フランス組曲」から 「プロバンス」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番（指揮者コーナー）

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

アンダソン 踊る子猫

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

村川千秋 音楽なぞなぞ

滝廉太郎／若松正司 荒城の月

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

2008/9/22 成生小学校 成生小学校体育館 佐藤寿一

2008/9/22 大久保小学校 大久保小学校体育館 佐藤寿一

2008/9/24 東根第二中学校 東根第二中学校体育館 佐藤寿一

2008/9/24 戸沢小学校 戸沢小学校体育館 佐藤寿一

03.山形交響楽団18ページ



ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン 踊る子猫

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

リズムの勉強

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

ミヨー フランス組曲から 「プロヴァンス」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

村川千秋 音楽なぞなぞ

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン シンコペイテッド・クロック

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

リズムの勉強

岡野貞一 ふるさと

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

村井邦彦／山形交響楽団 翼をください

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

アンダソン 踊る子猫

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

アンダソン シンコペイテッド・クロック

リズムの勉強

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

2008/9/25 富並小学校 富並小学校体育館 佐藤寿一

2008/9/25 冨本小学校 冨本小学校体育館 佐藤寿一

2008/9/26 鎌田小学校 鎌田小学校体育館 佐藤寿一

2008/9/29 三泉小学校 三泉小学校体育館 工藤俊幸
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ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

岡野貞一 ふるさと

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

アンダソン 踊る子猫

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番（指揮者コーナー）

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

アンダソン シンコペイテッド・クロック

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

岡野貞一 ふるさと

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

2008/9/29 白岩小学校 白岩小学校体育館 工藤俊幸

2008/9/30 朝暘第六小学校 朝暘第六小学校体育館 工藤俊幸

2008/10/1 尾花沢市内中学校合同演奏会 サルナート 佐藤寿一

2008/10/2 高畠町内中学校合同演奏会① 高畠町文化ホールまほら 佐藤寿一
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スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

滝廉太郎／若松正司 荒城の月

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

モーツァルト 交響曲 ヘ長調 K.76（42a）

Fl：足達祥治　Hp：内田奈織 モーツァルト フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299（297c）

モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」

アンダソン シンコペイテッド・クロック

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番（指揮者コーナー）

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

バッハ G線上のアリア

ミヨー フランス組曲から 「プロヴァンス」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

2008/10/2 高畠町内中学校合同演奏会② 高畠町文化ホールまほら 佐藤寿一

2008/10/10 第5回モーツァルト定期演奏会 山形テルサ 飯森範親

2008/10/14 平田中学校 平田中学校体育館 佐藤寿一

2008/10/14 田沢小学校 田沢小学校体育館 佐藤寿一
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ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

バッハ カンタータ 第147番 「主よ､人の望みの喜びよ」 BWV147

ミヨー フランス組曲から 「プロヴァンス」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

村川千秋 音楽なぞなぞ

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

バッハ カンタータ 第147番 「主よ､人の望みの喜びよ」 BWV147

ミヨー フランス組曲から 「プロヴァンス」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

リズムの勉強

上柴はじめ／山形交響楽団 青い空に絵を描こう

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

J.シュトラウス アンネン・ポルカ 作品117

タイケ 行進曲「旧友」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

村井邦彦／山形交響楽団 翼をください

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

村川千秋 音楽なぞなぞ

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

2008/10/15 琢成小学校 琢成小学校体育館 佐藤寿一

2008/10/15 若浜小学校 若浜小学校体育館 佐藤寿一

2008/10/16 松陵小学校 松陵小学校体育館 佐藤寿一

2008/10/16 南遊佐小学校 南遊佐小学校体育館 佐藤寿一
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ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

J.シュトラウス アンネン・ポルカ 作品117

アンダソン 踊る子猫

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

黒澤吉徳／山形交響楽団 大空賛歌

モーツァルト 交響曲 第25番 ト短調 K.183 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

アンダソン 踊る子猫

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

杉本竜一 Believe

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から ホ長調 「春」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

栃木県民謡／木島由美子 八木節

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」 第4楽章

木島由美子編 校歌

2008/10/22 岩根小学校 岩根小学校体育館

2008/10/23 若宮小学校 若宮小学校体育館

2008/10/24 水保小学校 宮浦小学校体育館

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

久石譲／山形交響楽団 トトロファンタジー（映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」、「まいご」、「となりのトトロ」）

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

村井邦彦／山形交響楽団 翼をください

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章

以下、2008/10/21と同じ

以下、2008/10/21と同じ

以下、2008/10/21と同じ

2008/10/17 広野小学校 広野小学校体育館 佐藤寿一

2008/10/17 松原小学校 松原小学校体育館 佐藤寿一

2008/10/21 田川小学校 田川小学校体育館 工藤俊幸

2008/10/27 黒森小学校 黒森小学校体育館 佐藤寿一
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ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

アンダソン 踊る子猫

村川千秋 音楽なぞなぞ

岡野貞一 ふるさと

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

バッハ G線上のアリア

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番（指揮者コーナー）

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

岡野貞一 ふるさと

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

スーザ 行進曲「美中の美」

福島県民謡／山形交響楽団 会津磐梯山

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

村井邦彦／山形交響楽団 翼をください

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

スーザ 行進曲「美中の美」

アンダソン 踊る子猫

岡野貞一 ふるさと

久石譲／山形交響楽団 トトロファンタジー（映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」、「まいご」、「となりのトトロ」）

2008/10/28 宮浦小学校 南遊佐小学校体育館 佐藤寿一

2008/10/28 城北高校 城北高校体育館 佐藤寿一

2008/10/29 下郷町小中学校合同演奏会 同校体育館 佐藤寿一

2008/11/4 村山特殊支援校 山形聾学校体育館 佐藤寿一
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ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン 踊る子猫

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」、

村井邦彦／山形交響楽団 翼をください

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン 踊る子猫

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

ヤング／木島由美子 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン 踊る子猫

プライアー 口笛吹きと犬

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

杉本竜一 Believe

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン シンコペイテッド・クロック

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

タイケ 行進曲「旧友」

プライアー 口笛吹きと犬

久石譲／浜野正 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲／浜野正 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」

服部公一 校歌

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

2008/11/7 天童中部小学校 天童中部小学校体育館 佐藤寿一

2008/11/10 湯野浜小学校 湯野浜小学校体育館 佐藤寿一

2008/11/11 八幡小学校 八幡小学校体育館 佐藤寿一

2008/11/12 大蔵村小中学校合同演奏会 大蔵中学校体育館 佐藤寿一
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ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

ミヨー 「フランス組曲」から 「プロバンス」

バッハ G線上のアリア

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

J.ウィリアムズ／木島由美子
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」、「ハリーの不思議な世界」、
「クィディッチ・マーチ」、「ヘドウィグのテーマ」、

平吉毅州／山形交響楽団 気球に乗ってどこまでも

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

アンダソン 踊る子猫

ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、
「闘牛士」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ

滝廉太郎／若松正司 荒城の月

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「イタリアーナ」

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「闘牛士」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

J.シュトラウス アンネン・ポルカ 作品117

レノン＋マッカートニー／木島由美
子

ビートルズ・メドレー（Yesterday、ミシェル、ヘイ・ジュード、レット・イット・ビー）

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

ワーグナー 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲

Vn：神尾真由子 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

シューマン 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

2008/11/23 第192回定期演奏会

シャブリエ 田園組曲

Cemb：曽根麻矢子 プーランク クラヴサン（チェンバロ）と管弦楽のための「田園のコンセール」

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

2008/12/20 第193回定期演奏会 山形テルサ

西村朗 ベートーヴェンの8つの交響曲による小交響曲

Sp：安藤赴美子　At：三輪陽子
Tn：青柳素晴　Bs：青山貴
合唱：県民有志

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2009/1/17 第194回定期演奏会 山形テルサ 飯森範親 ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調（ハース版）

2009/1/18 第194回定期演奏会

以下、2008/11/22と同じ

以下、2008/12/19と同じ

以下、2009/1/17と同じ

2008/11/13 寺津小学校 寺津小学校体育館 佐藤寿一

2008/11/14 中平田小学校 中平田小学校体育館 佐藤寿一

2008/11/14 飛鳥中学校 飛鳥中学校体育館 佐藤寿一

2008/11/22 第192回定期演奏会 山形テルサ 飯森範親

2008/12/19 第8回酒田公演 希望ホール 工藤俊幸

2008/12/25 山形第九演奏会 山形県民会館 飯森範親
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スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から ホ長調 「春」

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228（指揮者コーナー）

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

栃木県民謡／木島由美子 八木節

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」 第4楽章

校歌

2009/2/3 泉小学校 泉小学校体育館

2009/2/4 柏崎小学校 柏崎小学校体育館

2009/2/5 上内小学校 上内小学校体育館

モーツァルト 交響曲 第6番 ヘ長調 K.43

Pf：田村響 モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

モーツァルト 交響曲 第27番ト長調 K.199（161b）

2009/2/28 第6回モーツァルト定期演奏会 山形テルサ

2009/3/3 城ノ上小学校 城ノ上小学校体育館 佐藤寿一

2009/3/4 馬頭小学校 馬頭小学校体育館

2009/3/5 田野小学校 田野小学校体育館

2009/3/6 野木沢小学校 野木沢小学校体育館

ベートーヴェン 「アテネの廃墟」序曲 作品113

Vn：犬伏亜里　Vc：宮城健 ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2009/3/14 第12回鶴岡定期演奏会 鶴岡市文化会館

バッハ カンタータ 第147番 「主よ､人の望みの喜びよ」 BWV147

Hr：八木健史 モーツァルト ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 K.412+K.514（386b）

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章

平吉毅州 気球に乗ってどこまでも

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

以下、2009/2/2と同じ

以下、2009/3/3と同じ

以下、2009/3/3と同じ

以下、2009/2/2と同じ

以下、2009/2/2と同じ

以下、2009/2/2と同じ

以下、2009/2/27と同じ

飯森範親

2009/2/2 荒幡小学校 荒幡小学校体育館 工藤俊幸

以下、2009/3/13と同じ

2009/3/13

2009/3/29 オーケストラの日 山形県民会館 工藤俊幸

以下、2009/3/3と同じ

第195回定期演奏会

2009/2/27 村山定期演奏会 村山市民会館

山形県民会館 バイロン・フィデチス
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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

武満徹 3つの映画音楽

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」 作品19

コダーイ ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲

リムスキー・コルサコフ 歌劇「雪娘」組曲

Vn：漆原朝子 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63

チャイコフスキー 交響曲 第1番 ト短調 作品13 「冬の日の幻想」

Pf：小川典子 モーツァルト ピアノ協奏曲 第19番 ヘ長調 K.459

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調（ハース版）

2008/7/19 第447回定期演奏会 群馬音楽センター

斎藤ネコ 100万回生きたねこ

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

アンダソン がた馬車

アンダソン ひよこの踊り

アンダソン ホーム・ストレッチ

チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」、「チャールダーシュ」、「4羽の白鳥の踊り」

2008/8/10 夏休みコンサート 利根沼田文化会館

2008/8/24 夏休みコンサート 群馬県民会館

ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲

Vn：フリント　Vc：ペッシュ
Pf：ドフェルヌ

ベートーヴェン 三重協奏曲 ハ長調 作品56

ブラームス セレナード 第1番 ニ長調

Pf：菊池洋子 ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2008/10/26 第449回定期演奏会 群馬音楽センター
マルティン・
　トゥルノフスキー

Sp：ズデナ・クロウボヴァー
At：ヤナ・スィーコロヴァー
Tn：ヤロスラフ・ブジェズィナ
Bs：ロマン・ヴォツェル

ドヴォルザーク レクイエム 作品89

Pf：児玉麻里 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲

Sp：半田美和子　MS：金子美香
Tn：渡邊公威　Br：黒田博
合唱：佐野第九合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲

Sp：駒井ゆり子　MS：渡辺敦子
Tn：志田雄啓　Br：多田羅迪夫
合唱：館林第九合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

シューベルト 付随音楽「魔法の竪琴」序曲 D.644

Sp：日比野幸　MS：加賀ひとみ
Tn：望月哲也　Br：小森輝彦
合唱：足利市民合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/13 第23回館林第九演奏会 館林市文化会館 工藤俊幸

2008/12/21 第29回足利第九演奏会 足利市民会館 梅田俊明

2008/11/22 第450回定期演奏会 群馬音楽センター 飯守泰次郎

2008/12/7 第16回佐野第九演奏会 佐野市文化会館 大勝秀也

高関健

2008/10/3 群馬交響楽団　東京芸術劇場公演 東京芸術劇場 工藤俊幸

2008/9/20 第448回定期演奏会 群馬音楽センター 広上淳一

第445回定期演奏会 群馬音楽センター 高関健

2008/8/9 夏休みコンサート 安中市文化センター 竹本泰蔵

2008/7/18 第25回東毛定期演奏会 新田文化会館

群馬交響楽団

以下、2008/7/18と同じ

以下、2008/8/9と同じ

以下、2008/8/9と同じ

2008/6/14 第446回定期演奏会 群馬音楽センター ドリアン・ウィルソン

2008/5/24
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ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲

シューベルト 交響曲 第4番 ハ短調 D.417 「悲劇的」

Fl：高木綾子 尾高尚忠 フルート協奏曲

ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

Vn：神尾真由子 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

Pf：ヤロスラヴァ・
　　　ピエフォチョーヴァー

プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

ドビュッシー 交響詩「海」

2009/3/21 第453回定期演奏会 群馬音楽センター

2009/3/19 第26回東毛定期演奏会 桐生市市民文化会館
マルティン・
　トゥルノフスキー

2009/1/24 第451回定期演奏会 群馬音楽センター 下野竜也

2009/2/28 第452回定期演奏会 群馬音楽センター 尾高忠明

以下、2009/3/19と同じ
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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

カタロニア民謡／カザルス 鳥の歌

ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」から 「火祭りの踊り」

ファリャ 歌劇「はかない人生」から 「スペイン舞曲第1番」

準・メルクル グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲

Pf：中村 紘子 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

2008/4/6 4月定期公演Aプログラム(1616回）

2008/4/11 4月定期公演Cプログラム(1617回） NHKホール 準・メルクル
Pf：ピエール・ロラン・エマール
ｵﾝﾄﾞ・ﾏﾙﾄﾉ：原田節

メシアン トゥランガリラ交響曲

2008/4/12 4月定期公演Cプログラム(1617回）

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

Va：店村 眞積 バルトーク ヴィオラ協奏曲（シェルイ版）

Og：グレゴリー・ダゴスティーノ サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガン付き」

2008/4/17 4月定期公演Bプログラム(1618回）

2008/5/10 5月ロビーコンサート NHKホール2階ロビー F.クープラン 5つの演奏会用小品

Pf：レオン・フライシャー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

パヌフニク カティンの墓碑銘（1967）

ルトスワフスキ オーケストラのための協奏曲（1954）

2008/5/11 5月定期公演Aプログラム(1619回）

Pf：ブルーノ・レオナルド・ゲルバー ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2008/5/17 5月定期公演Cプログラム(1620回）

ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲

Vc：アントニオ・メネゼス エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2008/5/22 5月定期公演Bプログラム(1621回）

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

Og：シルヴァン・エリ ヘンデル オルガン協奏曲 変ロ長調 作品4-6

ヘンデル／ハーティ 組曲「水の上の音楽」

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

Pf：永野英樹 メシアン 異国の鳥たち～ピアノとオーケストラのための

Fl：神田寛明 モーツァルト フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314

ラヴェル 組曲｢マ・メール・ロア｣

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）

2008/6/14 6月ロビーコンサート NHKホール2階ロビー ブラームス 弦楽五重奏曲 第2番 ヘ長調 作品111から

Pf：マルティン・ヘルムヒェン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

プロコフィエフ 「ロメオとジュリエット」組曲から

2008/6/15 6月定期公演Aプログラム(1622回）

2008/6/14 6月定期公演Aプログラム(1622回） NHKホール マッシモ・ザネッティ

2008/5/28 N響　金沢公演 石川県立音楽堂コンサートホール 小泉和裕

2008/6/9
Microsoft Presents　N響プレミアムコンサート
　～音楽の窓辺～

東京オペラシティコンサートホール 下野竜也

2008/5/16 5月定期公演Cプログラム(1620回） NHKホール 尾高忠明

2008/5/21 5月定期公演Bプログラム(1621回） サントリーホール イオン・マリン

2008/4/16 4月定期公演Bプログラム(1618回） サントリーホール エマニュエル・ヴィヨーム

2008/5/10 5月定期公演Aプログラム(1619回） NHKホール 尾高忠明

ＮＨＫ交響楽団

以下、2008/4/6と同じ

以下、2008/4/11と同じ

以下、2008/4/16と同じ

2008/4/5 4月ロビーコンサート NHKホール2階ロビー

2008/4/5 4月定期公演Aプログラム(1616回） NHKホール

以下、2008/5/10と同じ

以下、2008/5/16と同じ

以下、2008/5/21と同じ

以下、2008/6/14と同じ
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ラヴェル スペイン狂詩曲

フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80

レスピーギ 交響詩「ローマの松」

レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2008/6/21 6月定期公演Cプログラム(1623回）

モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」序曲

モーツァルト アリア｢だれが知っているでしょう、私のいとしい人の苦しみを｣ K.582

モーツァルト アリア｢私は行ってしまう、でもどこへ｣ K.583

モーツァルト アリア｢大いなる魂と高貴な心は｣ K.578

R.シュトラウス 歌曲集 作品17から ｢セレナード｣

R.シュトラウス 歌曲集 作品56から ｢東から来た3人の王｣

R.シュトラウス 歌曲集 作品27から ｢あすの朝｣

R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2008/6/26 6月定期公演Bプログラム(1624回）

西村朗 幻影とマントラ（2007）

リンドベルイ フェリア～オーケストラのための（1997）

原田敬子 オーケストラのためのエコー・モンタージュ（2008）

Vn：ペク・ジュヤン チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

Tuba：池田幸広 ジョン･ウィリアムズ テューバ協奏曲

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

ブリテン ｢マチネ・ミュジカル｣ 作品24から ｢行進曲｣

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」から 「ギャロップ」

J.シュトラウス アンネン・ポルカ 作品117

チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョバンニ」 第1幕から

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」から 「ポロヴェツ人の踊り」

ビリック ブロックM

ヴォーン・ウィリアムズ イギリス民謡組曲

ラヴェル ボレロ

ドヴォルザーク 交響詩「のばと」 作品110

Vn：小野 明子 モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2008/9/3 N響　函館公演 函館市民会館

2008/9/5 N響　旭川公演 旭川市民文化会館

2008/9/6 N響　帯広公演 帯広市民文化ホール

2008/9/7 N響　釧路公演 釧路市民文化会館

ドップラー アンダンテとロンド

ベルリオーズ オラトリオ「キリストの幼時」 作品25から 「トリオ」

Pf：マルティン・ヘルムヒェン デニソフ 絵画（1970）

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2008/9/14 9月定期公演Aプログラム(1625回）

2008/9/13 9月ロビーコンサート NHKホール2階ロビー

2008/9/13 9月定期公演Aプログラム(1625回） NHKホール

2008/8/3
Ｎ響ほっとコンサート
　～オーケストラからの贈りもの

NHKホール 梅田俊明

2008/9/2 N響　札幌公演 札幌コンサートホールKitara大ホール ハンス・ドレヴァンツ

2008/7/18 N響「夏」2008 NHKホール ファビオ・ルイージ

2008/7/28 松山定期演奏会 松山市民会館　大ホール パスカル・ロフェ

2008/6/25 6月定期公演Bプログラム(1624回） サントリーホール マッシモ・ザネッティ

2008/7/1 Music Tomorrow 2008 東京オペラシティコンサートホール ジャン・ドロワイエ

2008/6/20 6月定期公演Cプログラム(1623回） NHKホール マッシモ・ザネッティ

以下、2008/6/20と同じ

以下、2008/6/25と同じ

以下、2008/9/2と同じ

以下、2008/9/2と同じ

Sp：リサ・ラルソン

以下、2008/9/2と同じ

以下、2008/9/2と同じ

以下、2008/9/13と同じ

ハンス・ドレヴァンツ
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Vn：諏訪内晶子 バッハ／ウェーベルン リチェルカータ

エトヴェシュ
「セブン」（コロンビア宇宙飛行士への追悼）
　～ヴァイオリンとオーケストラのための（2006）

バルトーク オーケストラのための協奏曲

2008/9/20 9月定期公演Cプログラム(1626回）

バルトーク 舞踊組曲

タン・ドゥン
マルコ・ポーロの4つのシークレットロード
　～オーケストラと12のチェロのための（2007年版）

Pf：小菅優 タン・ドゥン ピアノ協奏曲（2008）

2008/9/25 9月定期公演Bプログラム(1627回）

2008/10/4 10月ロビーコンサート NHKホール2階ロビー フランセ 木管五重奏曲 第2番

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番 作品72b

Pf：イモジェン・クーパー シューマン ピアノ協奏曲 ニ短調 作品54

チャイコフスキー 交響曲 第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」

2008/10/5 10月定期公演Aプログラム(1628回）

スメタナ 交響詩「ハーコン・ヤール」 作品16

Vc：エンリコ・ディンド ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107

メンデルスゾーン 交響曲 第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

2008/10/18 10月定期公演Cプログラム(1629回）

ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

Vn：サラ・チャン ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2008/10/23 N響　大阪公演 NHK大阪ホール

Pf：レイフ・オヴェ・アンスネス ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

レスピーギ ブルレスカ 作品59

ラフマニノフ／レスピーギ 5つの練習曲「音の絵」

2008/10/30 10月定期公演Bプログラム(1630回）

Fg：岡崎耕治 パウエル ファゴット協奏曲（1949）

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 1878/80年）

2008/11/6 11月定期公演Bプログラム(1631回）

2008/11/15 11月ロビーコンサート NHKホール2階ロビー ショスタコーヴィチ 弦楽四重奏曲から

2008/11/15 11月定期公演Aプログラム(1632回） NHKホール イルジー・コウト

トリスタン：
　アルフォンス・エーベルツ
イゾルデ：リンダ・ワトソン
国王マルケ：
　マグヌス・バルトヴィンソン
ブランゲーネ：
　クラウディア・マーンケ
メロート：木村 俊光

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲」と「愛の死」、第2幕（演奏会形式）

2008/11/16 11月定期公演Aプログラム(1632回）

ドヴォルザーク 交響詩「真昼の魔女」 作品108

Vn：ヴェロニカ・エーベルレ ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

2008/11/22 11月定期公演Cプログラム(1633回）

2008/12/6 12月ロビーコンサート NHKホール2階ロビー ロルラ デュオ（Vn、Va）

2008/11/5 11月定期公演Bプログラム(1631回） サントリーホール イルジー・コウト

2008/11/21 11月定期公演Cプログラム(1633回） NHKホール イルジー・コウト

2008/10/22 NHK音楽祭 NHKホール ジャナンドレア・ノセダ

2008/10/29 10月定期公演Bプログラム(1630回） サントリーホール ジャナンドレア・ノセダ

2008/10/4 10月定期公演Aプログラム(1628回） NHKホール アンドリュー・リットン

2008/10/17 10月定期公演Cプログラム(1629回） NHKホール ジャナンドレア・ノセダ

2008/9/19 9月定期公演Cプログラム(1626回） NHKホール ペーテル・エトヴェシュ

2008/9/24 9月定期公演Bプログラム(1627回） サントリーホール タン・ドゥン

以下、2008/9/19と同じ

以下、2008/9/24と同じ

以下、2008/10/4と同じ

以下、2008/10/17と同じ

以下、2008/10/22と同じ

以下、2008/10/29と同じ

以下、2008/11/5と同じ

以下、2008/11/15と同じ

以下、2008/11/21と同じ
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ストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」

エディプス王：ポール・グローヴズ
ヨカスタ：ペトラ・ラング
クレオン／伝令：
　ロベルト・ギェルラフ
ティレシアス：デーヴィッド・
　ウィルソン・ジョンソン
羊飼い：大槻孝志
語り手：平幹二朗
合唱：東京混声合唱団

ストラヴィンスキー オペラ・オラトリオ「エディプス王」

2008/12/7 12月定期公演Aプログラム(1634回）

フランク 交響詩「アイオリスの人々」

ドビュッシー 夜想曲

ホルスト 組曲「惑星」 作品32

2008/12/13 12月定期公演Cプログラム(1635回）

シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

Pf：ユジャ・ワン ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2008/12/18 12月定期公演Bプログラム(1636回）

2008/12/23 ベートーヴェン「第9」演奏会 NHKホール レナード・スラットキン

Sp：横山恵子　MS：加納悦子
Tn：ウォルター・プランテ
Br：甲斐栄次郎
合唱：国立音楽大学

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/24 ベートーヴェン「第9」演奏会

2008/12/26 ベートーヴェン「第9」演奏会

2008/12/27 ベートーヴェン「第9」演奏会

J.シュトラウス ワルツ「春の声」 作品410

J.シュトラウス Ⅰ ギャロップ「若人の情熱」 作品90

E.シュトラウス ポルカ「エン河のほとりで」 作品121

ランナー ワルツ「求婚者」 作品103

Vn：リサ・バティアシュヴィリ ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

2009/1/11 1月定期公演Aプログラム(1637回）

ウェーベルン パッサカリア 作品1

R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

マーラー 交響曲 第10番 嬰ヘ短調から 「アダージョ」

2009/1/17 1月定期公演Cプログラム(1638回）

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 作品84

Pf：上原彩子 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

2009/1/22 1月定期公演Bプログラム(1639回）

ドヴォルザーク スラヴ狂詩曲 第1番 ニ長調 作品45-1

Fｌ：アンドレア・グルミネッリ
Hp：平野花子

モーツァルト フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299（297c）

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2009/2/7 2月ロビーコンサート NHKホール2階ロビー ドヴォルザーク 弦楽四重奏曲 第14番 変イ長調 作品105から 第1、4楽章

2009/2/7 2月定期公演Aプログラム(1640回） NHKホール ラドミル・エリシュカ スメタナ 交響詩「わが祖国」（全曲）

2009/1/21 1月定期公演Bプログラム(1639回） サントリーホール ドミートリ・キタエンコ

2009/1/31 オーチャード定期 オーチャードホール ラドミル・エリシュカ

2009/1/10 1月定期公演Aプログラム(1637回） NHKホール デーヴィッド・ジンマン

2009/1/16 1月定期公演Cプログラム(1638回） NHKホール デーヴィッド・ジンマン

2008/12/17 12月定期公演Bプログラム(1636回） サントリーホール シャルル・デュトワ

2009/1/10 1月ロビーコンサート NHKホール2階ロビー

2008/12/6 12月定期公演Aプログラム(1634回） NHKホール

以下、2008/12/12と同じ

以下、2008/12/17と同じ

以下、2008/12/23と同じ

以下、2008/12/23と同じ

シャルル・デュトワ

2008/12/12 12月定期公演Cプログラム(1635回） NHKホール シャルル・デュトワ

以下、2008/12/6と同じ

女声合唱：二期会合唱団

以下、2008/12/23と同じ

以下、2009/1/10と同じ

以下、2009/1/16と同じ

以下、2009/1/21と同じ
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2009/2/8 2月定期公演Aプログラム(1640回）

Vc：ミクローシュ・ペレーニ ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

2009/2/14 2月定期公演Cプログラム(1641回）

ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124

Pf：スティーヴン・オズボーン ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35

Tp：関山幸弘 フランク 交響曲 ニ短調

2009/2/19 2月定期公演Bプログラム(1642回）

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

Cl：ポール･メイエ モーツァルト クラリネット協奏曲 イ長調 K.622

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

2009/3/1 N響　福井公演 ハーモニーホールふくい

2009/2/28 N響　静岡公演 静岡市民文化会館 カルロス・シュピーラー

2009/2/13 2月定期公演Cプログラム(1641回） NHKホール カルロ・リッツィ

2009/2/18 2月定期公演Bプログラム(1642回） サントリーホール 下野竜也

以下、2009/2/7と同じ

以下、2009/2/13と同じ

以下、2009/2/18と同じ

以下、2009/2/28と同じ
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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

C.P.E.バッハ ハンブルク・ソナタ ト長調 Wq.133

バッハ フルート・ソナタ ホ長調 BWV.1035

ライネッケ フルート・ソナタ 作品167 ｢ウンディーネ｣

ゴベール ファンタジー

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

タファネル 歌劇「ミニヨン｣によるグランドファンタジー

ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」第1、2番

デュティーユ 一つの和音の上で（2001）

ドビュッシー 交響詩「海」

2008/4/12
第429回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

ハイドン 弦楽四重奏曲 第67番 ニ長調 作品64-5 「ひばり」

メンデルスゾーン 弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20

Pf：横山幸雄 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2008/4/20 第61回多摩定期演奏会 パルテノン多摩

シチェドリン ショスタコーヴィチとの対話 作品113（2001）

Vc：アルバン・ゲルハルト チャイコフスキー ロココの主題による変奏曲 イ長調 作品33（原典版）

ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103 「1905年」

エルフマン 映画「バットマン」から メイン・タイトル

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「行進曲」

ドヴォルザーク チェコ組曲 ニ長調 作品39から 「ポルカ」

アンダソン トランペット吹きの休日

パーセル 付随音楽「アブデラザール」 Z.570から 「ロンド」

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番から 「メヌエット」

ハルヴォルセン ロシア貴族の入場行進曲

J.シュトラウス 新ピチカート・ポルカ 作品449

鷺巣詩郎
「新世紀エヴァンゲリオン」から 「エヴァンゲリオン初号機」、「ネルフ」、「決戦」、
「綾波レイのテーマ」、「恐怖に立ち向かう一歩」

久石譲 映画「風の谷のナウシカ」から 「遠い日々」

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K.136

Ob：古部賢一 モーツァルト オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

Pf：上原彩子 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品306

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

Vn：ミラ・ゲオルギエヴァ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

小澤征爾

2008/6/7 第77回　＜クラシックへの扉＞ すみだトリフォニーホール
クリスティアン・
　アルミンク

2008/5/17 トリフォニー特別演奏会 すみだトリフォニーホール

ｹﾞｽﾄ：古今亭志ん輔

2008/5/16 サントリー特別演奏会 サントリーホール 小澤征爾

2008/4/29

すみだ“家庭の日”協賛
　新日本フィル・夏休み親子コンサート
　　オーケストラから飛び出す
　　　　＜ヒーローたち＞4

すみだトリフォニーホール 梅田俊明

ニコライ･
　アレクセーエフ

2008/4/19 第76回　＜クラシックへの扉＞ すみだトリフォニーホール
ニコライ･
　アレクセーエフ

すみだトリフォニーホール ファブリス・ボロン Vn：米元響子

2008/4/9 白尾彰フルート・リサイタル 東京文化会館小ホール

2008/4/24
第430回
　＜サントリーホール・シリーズ＞定期演奏会

サントリーホール

新日本フィルハーモニー交響楽団

以下、2008/4/11と同じ

以下、2008/4/19と同じ

2008/4/18 室内楽シリーズ2008／第1回 すみだトリフォニーホール小ホール

Fl：白尾彰　Pf：白尾絵里

2008/4/11
第429回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会
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ツィンマーマン 1楽章の交響曲

Pf：舘野泉 ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調

ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

2008/6/14
第431回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

ハイドン 弦楽四重奏曲 第75番 ト長調 作品76-1

ロッシーニ ソナタ 第5番 変ホ長調

ロッシーニ ソナタ 第6番 ニ長調

ロッシーニ ソナタ 第4番 変ロ長調（管楽四重奏版）

ロッシーニ ソナタ 第1番 ヘ長調（管楽四重奏版）

シュタウト …まるで…（1999/2000）

Vn：豊嶋泰嗣 コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

ブラームス ヴァイオリン・ソナタ 第2番 イ長調 作品100

プロコフィエフ ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ヘ短調 作品80

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

Pf：小菅優 モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

ハイドン 弦楽四重奏曲 第79番 ニ長調 作品76-5 「ラルゴ」

ラハナー 七重奏曲

Vn：崔文洙 ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第2番 嬰ハ短調 作品129

Hr：シュテファン・ドール ヴィリ 永劫～ホルンとオーケストラのための協奏曲

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

2008/7/19
第433回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

モーツァルト 交響曲 第33番 変ロ長調 K.319

ヴィードマン アルモニカ

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」

久石譲 ワールド・ドリームス

バーンスタイン ｢キャンディード｣序曲

久石譲 「トゥーランドット」組曲

バーンスタイン 「ウェストサイドストーリーメドレー」から 「シンフォニック・ダンス」

R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から

ロイド・ウェッバー ミュージカル「オペラ座の怪人」から

メンケン 映画「美女と野獣」から 「美女と野獣」

ルグラン 風のささやき

ルグラン ロシュフォールの恋人たち

2008/8/9
久石譲＆
　新日本フィル･
　　ワールド・ドリーム・オーケストラ 2008

すみだトリフォニーホール 久石譲

2008/7/18
第433回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

すみだトリフォニーホール
クリスティアン・
　アルミンク

2008/7/28
第434回
　＜サントリーホール・シリーズ＞定期演奏会

サントリーホール
シルヴァン･
　カンブルラン

Vn：崔文洙
Pf：崔仁洙

2008/7/12 第78回　＜クラシックへの扉＞ すみだトリフォニーホール
クリスティアン・
　アルミンク

2008/7/16 室内楽シリーズ2008／第3回 すみだトリフォニーホール小ホール

2008/6/19
第432回
　＜サントリーホール・シリーズ＞定期演奏会

サントリーホール

クリスティアン・
　アルミンク

クリスティアン・
　アルミンク

2008/6/25 崔文洙ヴァイオリンリサイタル 紀尾井ホール 崔文洙

室内楽シリーズ2008／第2回 すみだトリフォニーホール小ホール2008/6/17

2008/6/13
第431回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

すみだトリフォニーホール

以下、2008/6/13と同じ

以下、2008/7/18と同じ

Sp：林正子　Tn：高野二郎
合唱：栗友会合唱団
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ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

ハチャトゥリヤン バレエ組曲「ガイーヌ」から 「子守唄」、「剣の舞」

J.シュトラウス 鍛冶屋のポルカ

バーンスタイン ｢キャンディード｣序曲

アンダソン タイプライター

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」から 大行進曲「歌の殿堂をたたえよう」

ハイドン 弦楽四重奏曲 第82番 ヘ長調 作品.77-2 「雲が行くまで待とう」

Tb.山口尚人 宮下宣子
　　奥村晃 BTb.門脇賀智志

テレマン 4本のトロンボーンためのコンチェルト

ユーバー 3つの小品 作品29

Pf：三輪郁 プーランク ピアノと管弦楽のための六重奏曲

Fg：河村幹子 ヴィヴァルディ ファゴット協奏曲 第6番 ホ短調 作品45-2 P.137

Cb：渡辺玲雄 ボッテシーニ カプリッチョ・ディ・ブラヴーラ イ長調

Vn：崔文洙 バッハ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ホ長調 BWV1042

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ハイドン 交響曲 第96番 ニ長調 「奇蹟」

Vn：加藤知子 モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

モンテヴェルディ 眠っているの、ああむごき心

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲」と「愛の死」

ジェズアルド お慈悲をと私は泣いて訴えるのだが

バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」 作品19（全曲）

ジェズアルド だが、惨い苦しみの源である貴女

2008/9/25
第436回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

すみだトリフォニーホール

クリスティアン・
　アルミンク

合唱指揮：栗山文昭

元帥夫人：ナンシー・グスタフソン
オクタヴィアン：藤村実穂子
オックス男爵：ビャーニ・トール・
　　　　　　　　　クリスティンソン
ゾフィー：ルーシー・クローウェ
ファーニナル：ユルゲン・リン
ヴァルツァッキ：谷川佳幸
アンニーナ：増田やよい
マリアンネ： 田中美佐代
テノール歌手：佐野成宏
合唱：栗友会合唱団

R.シュトラウス 楽劇「ばらの騎士」 作品59

2008/9/27
第436回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

Pf：児玉麻里 モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

シューベルト 八重奏曲 ヘ長調 作品166 D.803

ハイドン 弦楽四重奏曲 第76番 ニ短調 作品76-2 「五度」

ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2008/10/18
第437回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

2008/10/17
第437回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

すみだトリフォニーホール
ヴォルフ＝ディーター･
　ハウシルト

2008/10/11 第80回　＜クラシックへの扉＞ すみだトリフォニーホール クリストフ･ゲッショルト

2008/10/15 室内楽シリーズ2008／第5回 すみだトリフォニーホール小ホール

クリスティアン・
　アルミンク

2008/9/7 第79回　＜クラシックへの扉＞ すみだトリフォニーホール
クリスティアン・
　アルミンク

2008/9/11
第435回
　＜サントリーホール・シリーズ＞定期演奏会

2008/9/4 室内楽シリーズ2008／第4回 すみだトリフォニーホール小ホール

2008/9/6 新日本フィルがいっぱい すみだトリフォニーホール

2008/8/17
新日本フィル交響学園
　みちよし先生の夏休み

すみだトリフォニーホール 井上道義

以下、2008/9/25と同じ

以下、2008/10/17と同じ

Tn：村上敏明

Sp：ナンシー･グスタフソン
声楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ：ラ･フォンテヴェルデ
合唱：栗友会合唱団

サントリーホール
クリスティアン・
　アルミンク
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プフィッツナー 歌劇「パレストリーナ」から 3つの前奏曲

Pf：ロベルト･プロッセダ メンデルスゾーン ピアノ協奏曲 ホ短調

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲

チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」

Tp：杉木淳一朗 ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調 Hob.7e:1 から 第2楽章

チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a

2008/10/26 コミュニティコンサート 文花中学校

クルターク 石碑

Vn：イザベル・ファウスト ベルク ヴァイオリン協奏曲

武満徹 弦楽オーケストラのための「死と再生」

マーラー 交響曲 第10番 嬰ヘ短調

2008/11/3
第439回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

モーツァルト 3つのドイツ舞曲 K.605

Va：篠崎友美 ヒンデミット 白鳥を焼く男

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」 作品71a 抜粋

ハイドン ディヴェルティメント（バリトン三重奏曲 Hob.XIV-113、95、81から）

アーノルト 金管五重奏曲

チャイコフスキー 弦楽六重奏曲 二短調 作品70 「フィレンツェの思い出」

ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

ヴィリ 「…久しい間…」

ヤナーチェク シンフォニエッタ

ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 作品59-3 「ラズモフスキー第3番」

ウェーバー クラリネット五重奏曲 変ロ長調 作品34

石井眞木 モノプリズム～日本太鼓群とオーケストラのための～

冨田勲 「宇宙の歌」（1994）

タン･ドゥン 映画「HERO」から

M.ハイドン 「クリスマスのパストレッロ」 MH83（P.91）

Sp：.釜洞祐子　MS：重松みか
Tn：市原多朗　Br：河野克典
合唱：栗友会合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/21 年末「第九」特別演奏会 BUNKAMURAオーチャードホール

2008/12/23 年末「第九」特別演奏会 すみだトリフォニーホール

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

J.シュトラウス 芸術家のカドリーユ 作品201

J.シュトラウス ポルカ「ポルカ「雷鳴と電光」」 作品324

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

シベリウス 祝祭アンダンテ

ブリテン 「マチネ・ミュジカル」 作品24から 「ワルツ」

ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50

レスピーギ 交響詩「ローマの松」から 「アッピア街道の松」

司会：榎本有紀子
Vn：田村安紗美

下野竜也

2008/12/19 年末「第九」特別演奏会 サントリーホール

2009/1/3
ニューイヤーコンサート
「一年の計はお正月にあり！」

すみだトリフォニーホール

2008/12/1 室内楽シリーズ2008／第7回 すみだトリフォニーホール小ホール

和太鼓：鼓童2008/12/11 鼓童＋新日本フィル　特別演奏会 すみだトリフォニーホール

2008/11/13 室内楽シリーズ2008／第6回 すみだトリフォニーホール小ホール

2008/11/29
第440回
　＜サントリーホール・シリーズ＞定期演奏会

サントリーホール

2008/11/2
第439回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

すみだトリフォニーホール
クリスティアン・
　アルミンク

2008/11/8 第64回多摩定期演奏会 パルテノン多摩 井上道義

2008/10/23
第438回
　＜サントリーホール・シリーズ＞定期演奏会

サントリーホール
ヴォルフ＝ディーター･
　ハウシルト

2008/10/26 コミュニティコンサート 鐘淵中学校

以下、2008/10/26と同じ

手塚幸紀

以下、2008/11/2と同じ

以下、2008/12/19と同じ

以下、2008/12/19と同じ

下野竜也

クリスティアン・
　アルミンク

Fl：ヴォルフガング・シュルツ
Ob：ハンスイェルク・シェレンベル
ガー

広上淳一

合唱指揮：栗山文昭
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Vn：豊嶋泰嗣　Vc：花崎薫
Ob：フアン-マヌエル・ルンブレラス
Fg：河村幹子

ハイドン 協奏交響曲 変ロ長調 Hob.I-105

ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調（リンツ稿ノヴァーク版）

2009/1/17 小澤征爾指揮　特別演奏会 サントリーホール

モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 抜粋（フルート四重奏版）

ブラームス 弦楽五重奏曲 第1番 ヘ長調 作品88

Pf：清水和音 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

コープランド バレエ組曲「アパラチアの春」

2009/2/6
第441回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

すみだトリフォニーホール フランス・ブリュッヘン

Sp：マリン・ハルテリウス
Tn：ジョン・マーク・エインズリー
Bs：デイヴィッド＝ウィルソン・
　ジョンソン
合唱：栗友会合唱団

ハイドン オラトリオ「天地創造」

2009/2/7
第441回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

ハイドン 交響曲 第96番 ニ長調 「奇蹟」 Hob.I-96

ハイドン 交響曲 第95番 ハ短調 Hob.I-95

ハイドン 交響曲 第93番 ニ長調 Hob.I-93

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 Hob.I-94

ﾌｫﾙﾃﾋﾟｱﾉ：渡邊順生 ハイドン 交響曲 第98番 変ロ長調 Hob.I-98

ハイドン 交響曲 第97番 ハ長調 Hob.I-97

ハイドン 弦楽四重奏曲 第74番 ト短調 「騎手」

ショーソン ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏の協奏曲 ニ長調 作品21

ハイドン 交響曲 第99番 変ホ長調 Hob.I-99

ハイドン 交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」 Hob.I-100

ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」 Hob.I-101

ハイドン 交響曲 第102番 変ロ長調 Hob.I-102

ハイドン 交響曲 第103番 変ホ長調 「太鼓連打」 Hob.I-103

ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」 Hob.I-104

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

ラヴェル ラ・ヴァルス

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2009/3/7
第442回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

ハイドン 十字架上のキリストの最後の七つの言葉 作品51

モーツァルト グラスハーモニカの為のアダージョとロンド K.617

R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 作品24

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

すみだトリフォニーホール ダニエル・ハーディング

ダニエル・ハーディング

2009/3/9 室内楽シリーズ2008／第10回 すみだトリフォニーホール小ホール

2009/3/11
第443回
　＜サントリーホール・シリーズ＞定期演奏会

サントリーホール

2009/3/6
第442回
　＜トリフォニー・シリーズ＞定期演奏会

フランス・ブリュッヘン

2009/2/28 ハイドンプロジェクト 「ロンドン・セット」 第4回 すみだトリフォニーホール フランス・ブリュッヘン

2009/2/20 ハイドンプロジェクト 「ロンドン・セット」 第3回 すみだトリフォニーホール フランス・ブリュッヘン

2009/2/19 室内楽シリーズ2008／第9回 すみだトリフォニーホール小ホール

2009/2/1 第81回　＜クラシックへの扉＞ すみだトリフォニーホール

2009/2/15 ハイドンプロジェクト 「ロンドン・セット」 第2回 すみだトリフォニーホール

クリスティアン・
　アルミンク

2009/2/11 ハイドンプロジェクト 「ロンドン・セット」 第1回 すみだトリフォニーホール フランス・ブリュッヘン

以下、2009/2/6と同じ

2009/1/16 小澤征爾指揮　特別演奏会 すみだトリフォニーホール 小澤征爾

2009/1/27 室内楽シリーズ2008／第8回 すみだトリフォニーホール小ホール

以下、2009/3/6と同じ

以下、2009/1/16と同じ
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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

サリエリ 歌劇「ファルスタッフ」序曲

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

シューベルト 魔王 D.328

シューベルト 「ロザムンデ」から「アリア」、「間奏曲」

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」から 第4楽章

ベリオ レンダリング

Vn：エリック・シューマン ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2008/4/20 川崎定期演奏会　第15回 ミューザ川崎シンフォニーホール

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番 作品72b

シューマン 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

Vn：イダ・ヘンデル ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

ハチャトゥリヤン バレエ組曲「ガイーヌ」から 「剣の舞」

カバレフスキー 組曲「道化師」 作品26から 「ギャロップ」

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲

アンダソン トランペット吹きの休日

アメリカ民謡／大塚子龍 森のくまさん

スイス民謡／山北多喜彦 静かな湖畔

久石譲／和田薫 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

2008/5/6 キッズプログラム

ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80から 「シチリアーノ」

Vn：松本紘佳 サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 第3楽章

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」 組曲第2番

シューベルト 交響曲 第1番 ニ長調 D.82

Pf：リーリャ・ジルベルシュテイン プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

シューベルト 交響曲 第4番 ハ短調 D.417 「悲劇的」

マクミラン イゾベル・ゴーディーの告白

Vn：ウート・ウーギ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第5番 ハ長調

シューベルト 歌劇「フィエラブラス」序曲

Vn：山田晃子 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63

Pf：菊地裕介 ストラヴィンスキー バレエ組曲「ペトルーシカ」（1947年版）

2008/6/8 川崎定期演奏会　第16回 ミューザ川崎シンフォニーホール

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」

Pf：セルゲイ・クドリャコフ アレンスキー ピアノ協奏曲 ヘ短調

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

2008/6/18 東京オペラシティシリーズ　第44回 東京オペラシティコンサートホール 大友直人

サントリーホール

2008/5/31 東京芸術劇場シリーズ　第96回 東京芸術劇場 大友直人

2008/6/7 第557回定期演奏会 サントリーホール 飯森範親

ユベール・スダーン

ズーラシアン・ブラス

2008/5/10 こども定期演奏会　第25回 サントリーホール 大友直人

2008/5/6 キッズプログラム ミューザ川崎シンフォニーホール 堀俊輔

2008/4/9 オープニング・ナイト サントリーホール ユベール・スダーン
Pf：中村紘子
MS：谷口睦美

2008/4/19 第555回定期演奏会 サントリーホール 大友直人

東京交響楽団

以下、2008/4/19と同じ

以下、2008/5/6と同じ

以下、2008/6/7と同じ

2008/4/26 東京オペラシティシリーズ　第43回 東京オペラシティコンサートホール シャン・ジャン

2008/5/17 第556回定期演奏会
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モーツァルト セレナード第10番 変ロ長調 K.361（370a）「グラン・パルティータ」

パーカー ニューヨークのロンドン子

ゴーガー ゲインズボロー

スパーク メリーゴーランド

ワーグナー 歌劇「ローエングリン」から 「エルザの大聖堂への行列」

リード アルメニアン･ダンス　パートI

シューベルト／レーガー 糸を紡ぐグレートヒェン D.118

シューベルト／ラック アヴェ・マリア D.839

シューベルト／ベルリオーズ 魔王 D.328

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」（2006年版）

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第4番 ト長調

Pf：フセイン・セルメット モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467

コープランド バレエ組曲「アパラチアの春」

ガーシュイン パリのアメリカ人

アンダソン トランペット吹きの休日

アンダソン サンドペーパー・バレエ

アンダソン クラリネット・キャンディ

アンダソン 踊る子猫

アンダソン タイプライター

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

アンダソン 舞踏会の美女

ビゼー 歌劇「カルメン」から 第1幕への前奏曲

久石譲 オーケストラ・ストーリーズ「となりのトトロ」から

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「あし笛の踊り」、「行進曲」

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27 第3楽章

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「花のワルツ」

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 第4楽章

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「トレパーク」

シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

Vn：アラベラ・美歩・シュタイインバッ
ハー

ベルク ヴァイオリン協奏曲～ある天使の想い出に～

シューベルト 交響曲 第6番 ハ長調 D.589

2008/9/27 第559回定期演奏会 サントリーホール

ボッケリーニ／ベリオ マドリードの夜の帰営ラッパ

Vn：オーガスティン・ハーデリッヒ パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品6

レスピーギ 組曲「鳥」

レスピーギ 交響的印象「教会のステンドグラス」

2008/10/11 東京オペラシティシリーズ　第45回 東京オペラシティコンサートホール

2008/9/6 こども定期演奏会　第26回 サントリーホール 大友直人

2008/9/26 川崎定期演奏会　第17回 ミューザ川崎シンフォニーホール ユベール・スダーン

2008/7/20 すかいらーくファミリーコンサート 東京芸術劇場 堀俊輔

2008/8/30 あッ！ベートーヴェン。　Vol.7 神奈川県立音楽堂 飯森範親

Sp：澤畑恵美　MS：竹本節子
東響コーラス

2008/7/12 東京芸術劇場シリーズ　第97回 東京芸術劇場 大友直人

2008/7/5 第558回定期演奏会 サントリーホール
金聖響

合唱指揮：宇野徹哉

佐川聖二2008/7/1 夏にきらめくブラスサウンド ミューザ川崎シンフォニーホール

ナレーション：神埼ゆう子

以下、2008/9/26と同じ

秋山和慶
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シューベルト イタリア風序曲 第1番 ニ長調 D.590

Vc：ヨハネス・モーザー ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

Pf：アンドレア・ルケシーニ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

シューベルト 交響曲 第2番 変ロ長調 D.125

2008/11/2 川崎定期演奏会　第18回 ミューザ川崎シンフォニーホール

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第3番 ハ短調

バグパイプ：十亀正司 デイヴィス オークニー諸島の婚礼と日の出

モーツァルト フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314

三枝成彰 フルート協奏曲

黛敏郎 饗宴

バッハ 6声のリチェルカーレ

Pf：中村紘子 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」から

バーナード 「ア・リトル・クリスマス・クリスマス」から 「ウインター・ワンダーランド」

クーツ サンタが街にやってくる

アンダソン クラリネット・キャンディ

久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」

Pf：酒井茜 バッハ チェンバロ協奏曲 第1番 ニ短調 BWV1052

Sp：佐藤しのぶ　At：井戸靖子
Tn：小林祐太郎　Br：三原剛
合唱：東響コーラス

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

Vn：N.ラドゥロヴィッチ ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から 「春」、「冬」

Sp：松本美和子　At：竹本節子
Tn：C.エルスナー　Br：A.ユン
合唱：東響コーラス

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/29 第九と四季

ベルリオーズ 演奏会用序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

Vn：アナスタシア メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

coba agua monegros

coba eye

coba 森の連鎖によるUrbs

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

Pf：中村紘子 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

シューベルト 5つのドイツ舞曲

Vn：渡辺玲子 バーバー ヴァイオリン協奏曲

デュティーユ 交響曲 第1番

2009/1/10 キリンニューイヤーコンサート（午後の部） Bunkamuraオーチャードホール 西本智実

2009/1/11 ニューイヤーコンサート2009 サントリーホール 秋山和慶

2009/1/28 第563回定期演奏会 サントリーホール 秋山和慶

2009/1/10 キリンニューイヤーコンサート（午前の部） Bunkamuraオーチャードホール 西本智実

2008/12/21 スペシャル「第九」 東京芸術劇場 大友直人

2008/12/28 第九と四季 サントリーホール 秋山和慶

2008/12/11 東京オペラシティシリーズ　第46回 東京オペラシティコンサートホール 飯森範親

ジョナサンファミリークリスマスコンサート ミューザ川崎シンフォニーホール 堀俊輔

Fl：アンドレア・グリミネッリ

ズーラシアン・ブラス2008/12/19

2008/11/8 東京芸術劇場シリーズ　第98回 東京芸術劇場

2008/11/1 第561回定期演奏会 サントリーホール

2008/10/17 第560回定期演奏会 サントリーホール ドミトリー・キタエンコ

以下、2008/11/1と同じ

以下、2008/12/28と同じ

大友直人

ユベール・スダーン

アコーディオン：coba
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ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品9

Vn：ナージャ・サレルノ・
　ソネンバーグ

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

シューベルト イタリア風序曲 第2番 ハ長調 D.591

Pf：岡田博美 リスト 死の舞踏

マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2009/2/22 川崎定期演奏会　第19回 ミューザ川崎シンフォニーホール

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第2番 イ短調

Vc：ピーター・ウィスペルウェイ エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

エルガー 序曲「南国で」 作品50

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

2009/3/11
東京交響楽団特別演奏会
　「西本智実マーラーと向き合う！」

ミューザ川崎シンフォニーホール 西本智実
Sp：澤畑恵美　At：伊原直子
合唱：東響コーラス

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

2009/3/12
東京交響楽団特別演奏会
　「西本智実マーラーと向き合う！」

所沢市民文化センター

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

MS：谷口睦美
合唱：東響コーラス

シューベルト 「ロザムンデ」（全曲）

武満徹 弦楽のためのレクイエム

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調（ノヴァーク版）
2009/3/29 東京オペラシティシリーズ　第48回 東京オペラシティコンサートホール ユベール・スダーン

2009/2/28 東京芸術劇場シリーズ　第99回 東京芸術劇場 大友直人

2009/3/21 第565回定期演奏会 サントリーホール ユベール・スダーン

2009/2/7 東京オペラシティシリーズ　第47回 東京オペラシティコンサートホール 秋山和慶

2009/2/21 第564回定期演奏会 サントリーホール 飯森範親

以下、2009/3/11と同じ

以下、2009/2/21と同じ
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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

ルーセル 異教徒の祭典のためのファンファーレ

ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 作品42

ラヴェル 組曲「クープランの墓」

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）

モーツァルト 交響曲 第32番 ト長調 K.318

Pf：伊藤恵 モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466

モーツァルト フリーメーソンのための葬送音楽 ハ短調 K.477（479a）

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」

ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲

プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「わたしのおとうさん」

ポンキエッリ 歌劇「ジョコンダ」から 「空と海」、「時の踊り」

ドニゼッティ 歌劇「愛の妙薬」から 「人知れぬ涙」、二重唱「そよかぜに聞けば」

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲、「今の歌声は」

ヴェルディ 歌劇「リゴレット」から 「女心の歌」

貴志康一 交響組曲｢日本のスケッチ」から ｢夜の曲」

プッチーニ 歌劇「ボエーム」から 「冷たい手を」、「わたしの名はミミ」、二重唱「愛らしいおとめよ」

Vn：千々岩英一 エルガー ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品61

ニルセン 交響曲 第4番 作品29 「不滅」

R.シュトラウス 歌劇「カプリッチョ」 作品85から 「序奏と月光の音楽」

R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 作品24

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2008/9/23
東京シティ･フィル　オーケストラル･オペラVII
　　「トリスタンとイゾルデ」

ティアラこうとう大ホール 飯守泰次郎

トリスタン：成田勝美
マルケ王：小鉄和広
イゾルデ：緑川まり
クルヴェナール：島村武男
メロート：青栁素晴
ブランゲーネ：福原寿美枝
羊飼い：近藤政伸
舵手：須藤 慎吾
若い水夫の声：村上 公太
合唱：東京オペラシンガーズ

ワーグナー 楽劇｢トリスタンとイゾルデ」（ノーカット 日本語字幕付き原語上演）

武満徹 オーケストラのための 波の盆

Pf：尾崎有飛 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第1番 嬰へ短調 作品1

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

ムソルグスキー／R.コルサコフ 歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」から「ポロネーズ」、

リムスキー・コルサコフ 組曲「金鶏」

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

黛敏郎 饗宴

ガーシュイン パリのアメリカ人

バーバー 弦楽のためのアダージョ

バーンスタイン 「ウェスト・サイド・ストーリ」から 「シンフォニック・ダンス」

2008/4/24 第218回定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール パスカル・ヴェロ

2008/5/14 第219回定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール 矢崎彦太郎

飯守泰次郎 Sp：市原愛　Tn：武吉史雄

2008/6/27 第220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

2008/5/24 第13回ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう大ホール

金聖響

飯守泰次郎

2008/9/27 第14回ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう大ホール 本名徹次

2008/10/17

2008/7/24 第221回定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール

2008/11/1 第15回ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう大ホール

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

第222回定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール ドリアン・ウィルソン

08.東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団44ページ



2008/11/14 第223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 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

ゴセック クリスマス組曲 第1番

ドビュッシー 子供のためのバレエ音楽 「おもちゃ箱」

オネゲル クリスマス・カンタータ

2008/12/26 シティ・フィル第9　特別演奏会 東京文化会館 飯守泰次郎
Sp：佐々木典子　At：小山由美
Tn：水口聡　Br：成田眞
合唱：東京シティ・フィル・コーア

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

バッハ／ウォルトン バレエ組曲「賢い乙女たち」

ピルナイ ドイツ流行歌の愉快な遊び

プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131 「青春」

2009/2/20 第226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
Sp：市原愛　Tn：望月哲也
Bs：成田眞
合唱：東京シティ・フィル・コーア

ハイドン オラトリオ「天地創造」

ベルリオーズ 演奏会用序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」

尺八：山本邦山 一柳慧 音に還る～尺八とオーケストラのための

ドビュッシー 交響詩「海」

ヘンデル 合奏協奏曲 ト短調 作品6-6 HWV.324

ハイドン 交響曲 第90番 ハ長調 Hob.I-90

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

ビゼー 歌劇「カルメン」から 第1幕への前奏曲

A.フィリドール+J.フィリドール 2組のティンパニのための行進曲

ヘイゼル 「ゴスペル･ホール」から ｢ウェルカム｣

グノー 小交響曲 第1楽章

チャイコフスキー セレナード ハ短調 作品48 第2楽章

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」 第4楽章

第227回定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール

2009/3/31
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　オーケストラの日

ティアラこうとう大ホール 伊藤翔

語り：幸田弘子　Br：東原貞彦
合唱：東京シティ・フィル・コーア
児童合唱：江東少年少女合唱団

2009/1/21 第225回定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール 児玉宏

2008/12/8 第224回定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール 矢崎彦太郎

鈴木雅明

第16回ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう大ホール 矢崎彦太郎2009/2/28

2009/3/19
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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

2008/4/28 第660回定期演奏会 東京文化会館 エリアフ・インバル

Sp：澤畑恵美、大倉由紀枝、
　　　半田美和子
Ms：竹本節子、手嶋眞佐子
Tn：福井敬、Br：河野克典、
Bs：成田眞
Chor：晋友会合唱団
　　　　NHK東京児童合唱団

マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

2008/4/29
都響スペシャル
　「エリアフ・インバル
　　プリンシパル・コンダクター就任披露公演」

ミューザ川崎シンフォニーホール

2008/4/30 第661回定期演奏会 サントリーホール

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」序曲

Vc：ガブリエル・リプキン ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107

プロコフィエフ バレエ「ロメオとジュリエット」 作品64から

Pf：アリス＝紗良・オット リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 「ワーグナー」

Hr：笠松長久、西條貴人、
　　和田博史、野見山和子

シューマン コンチェルトシュテュック（4本のホルンと管弦楽のための）ヘ長調 作品86

シューマン 付随音楽「マンフレッド」序曲 作品115

Pf：イリーナ・メジューエワ シューマン 序奏とアレグロ・アパッショナート ト長調 作品92

シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

Pf：中野翔太 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

エルガー 交響曲 第3番 ハ短調 作品88

ペンデレツキ 弦楽のための小交響曲（1992）

Hr：ラドヴァン・ヴラトコヴィチ ペンデレツキ ホルン協奏曲 「冬の旅」

メンデルスゾーン 交響曲 第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲

Vn：竹澤恭子　Hp：早川りさこ ブルッフ スコットランド幻想曲 作品46

シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 「ライン」

プッチーニ 交響的奇想曲

プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「わたしのおとうさん」

プッチーニ 歌劇「ヴィッリ」から 「捨てられたわが身」、「妖精たちの踊り」

プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」から 第3幕への間奏曲

プッチーニ 歌劇「西部の娘」から 「やがて来る自由の日」

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」から 「夕暮れは迫り」、「ある晴れた日に」、「さらば愛の巣」

プッチーニ
歌劇「トゥーランドット」から 「泣くなリュウ」、「誰も寝てはならぬ」、
「氷のような姫君の心も」

マスカーニ 歌劇「友人フリッツ」間奏曲

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から 「ママも知る通り」

チレア 歌劇「アルルの女」から 「いつもの羊飼の物語（フェデリーコの嘆き）」

レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」から 「衣装をつけろ」

ジョルダーノ 歌劇「アンドレア・シェニエ」から 「なくなった母を」

2008/5/14 第662回定期演奏会 サントリーホール ヤクブ・フルシャ

2008/5/19 第663回定期演奏会 東京文化会館 小泉和裕

2008/5/25
東京芸術劇場シリーズ
　作曲家の肖像Vol.68＜シューマン＞

東京芸術劇場 梅田俊明

2008/6/17 第664回定期演奏会 サントリーホール ポール・ワトキンス

2008/6/25 第665回定期演奏会 東京文化会館 クシシトフ・ペンデレツキ

2008/6/29 プロムナードコンサート No.328 サントリーホール ヘンリク・シェーファー

Tn：ヴィンチェンツォ・ラ・スコーラ
Sp：並河寿美

2008/7/13
都響スペシャル
　ラ・スコーラ オン・ステージ

東京芸術劇場 マルコ・ボエーミ

東京都交響楽団

以下、2008/4/28と同じ

以下、2008/4/28と同じ
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2008/7/20
都響スペシャル
　ラ・スコーラ×都響
　　コンサートオペラ「トスカ」

サントリーホール マルコ・ボエーミ

カヴァラドッシ：
　ヴィンチェンツォ・ラ・スコーラ
トスカ：並河寿美
スカルピア：直野資
アンジェロッティ：成田博之
堂守：今尾滋
スポレッタ：柿迫秀
シャルローネ：鐘皓
Chor：東京オペラシンガーズ、
　東京少年少女合唱隊
ナビゲータ：朝岡聡

プッチーニ／ポエーミ 歌劇「トスカ」 全3幕（一部カットあり、字幕・解説付き）

2008/7/22
都響スペシャル
　ラ・スコーラ×都響
　　コンサートオペラ「トスカ」

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲

ドリーブ
バレエ音楽「コッペリア」から 「前奏曲」、「マズルカ」、「スワニルダのワルツ」、
「チャールダーシュ」

チャイコフスキー 序曲「1812年」

リスト 交響詩「前奏曲」

Sp：佐々木典子 R.シュトラウス 4つの最後の歌

Cl：三界秀実　Fg：岡本正之 R.シュトラウス クラリネットとファゴットのための二重小協奏曲

Vn：矢部達哉 R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 作品40

Vn：オーギュスタン・デュメイ ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調（ハース版）

2008/9/26 第667回定期演奏会 サントリーホール

ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」

Pf：児玉桃
ｵﾝﾄﾞ・ﾏﾙﾄﾉ：原田節

メシアン トゥランガリラ交響曲

ハイドン 交響曲 第26番 ニ短調 「悲しみ」

Vn：南紫音 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

グリーグ 2つの悲しい旋律 作品34

和太鼓：林英哲 松下功 和太鼓協奏曲 「飛天遊」

チャイコフスキー 交響曲 第1番 ト短調 作品13 「冬の日の幻想」

Pf：中村紘子 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2008/11/19 第671回定期演奏会 サントリーホール

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第1番 ハ長調、第8番 ト短調

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第2番 ホ短調

Vc：ルートヴィヒ・クヴァント ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

Pf：小山実稚恵 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2008/12/17 第673回定期演奏会 東京文化会館

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1番 ハ長調 作品46-1

Vc：古川展生 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2008/12/20 岡谷公演 岡谷市民文化会館カノラホール
アレクサンドル・
　アニシモフ

2008/8/2
第10回
　都響とティーンズのための
　　ジョイントコンサート

東京文化会館 現田茂夫

以下、2008/7/20と同じ

2008/9/13
東京芸術劇場シリーズ
　作曲家の肖像Vol.69＜R.シュトラウス＞

東京芸術劇場 大野和士

2008/9/25 第666回定期演奏会 東京文化会館 マーク・ストリンガー

2008/10/14 第668回定期演奏会 サントリーホール イラン・ヴォルコフ

2008/10/18 プロムナードコンサート　No.329 サントリーホール イラン・ヴォルコフ

2008/11/9 プロムナードコンサート　No.330 サントリーホール 小泉和裕

2008/11/18 第670回定期演奏会 東京文化会館 ハンヌ・リントゥ

2008/11/23
東京芸術劇場シリーズ
　作曲家の肖像Vol.70＜ドヴォルジャーク＞

東京芸術劇場 小泉和裕

2008/12/16 第672回定期演奏会 サントリーホール ステファヌ・ドゥネーブ

以下、2008/9/25と同じ

以下、2008/11/18と同じ

以下、2008/12/16と同じ
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ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲

Sp：澤畑恵美　MS：竹本節子
Tn：福井敬　Br：福島明也
合唱：二期会合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/25 都響スペシャル 「第九」 東京文化会館

2008/12/26 都響スペシャル 「第九」 サントリーホール

ダニエル・ルシュール 舞踊交響曲

Pf：野原みどり 矢代秋雄 ピアノ協奏曲

別宮貞雄 交響曲 第4番 「夏1945年（日本の挫折と復興）」

ケージ バレエ音楽「四季」

Vn：山田晃子 一柳慧 ヴァイオリン協奏曲 「循環する風景」

一柳慧 交響曲 第2番 「アンダーカレント」

コリリアーノ ファンタスマゴリア（歌劇「ヴェルサイユの幽霊」による）

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 K.527

Pf：菊池洋子 モーツァルト ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調 K.537 「戴冠式」

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

レスピーギ ボッティチェルリの3枚の絵

Vn：菅沼ゆづき、吉岡麻貴子 ヴィヴァルディ 「調和の霊感」 作品3から 第8番 2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調 RV.522

Picc：小池郁江 ヴィヴァルディ ピッコロ協奏曲 イ短調 RV.445

カルディツロ／赤堀文雄 カタリ・カタリ（つれない心）

デスポジト／赤堀文雄 アネマ・エ・コーレ

ディ・カプア／赤堀文雄 オー・ソレ・ミオ

フォルボ 彼女に告げて

レスピーギ 交響詩「ローマの松」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20 第2幕

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

Vn：吉岡麻貴子 ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55「英雄」 第1、2楽章

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ベートーヴェン 11のウィーン舞曲 第1番 変ホ長調

ラヴェル 古風なメヌエット

Vn：ユージン・ウゴルスキ ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21

ラヴェル ボレロ

ラヴェル スペイン狂詩曲

ラヴェル ラ・ヴァルス

Pf：横山幸雄 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調

ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」（全曲）

Pf：田村響 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

Tn：田口興輔

2008/12/23 都響スペシャル 「第九」 東京芸術劇場
アレクサンドル・
　アニシモフ

2009/1/22 第674回定期演奏会 東京文化会館 梅田俊明

2009/1/27 第675回定期演奏会 サントリーホール HKグルーバー

2009/1/31 プロムナードコンサート No.331 サントリーホール HKグルーバー

2009/2/8
都響・調布シリーズ No.10
　情熱の国イタリアからの便り
　　～名匠マストランジェロを迎えて

調布市グリーンホール
ステファノ・
　マストランジェロ

2009/2/14
東京芸術劇場シリーズ
　作曲家の肖像Vol.71＜チャイコフスキー＞

東京芸術劇場 マーティン・ブラビンス

2009/3/7 第25回障害者のためのふれあいコンサート 東京文化会館 海老原光

2009/2/26 ジャン･フルネ追悼コンサート 東京芸術劇場
ガスパール・
　ブレクール=フルネ
小泉和裕

東京文化会館
キンボー・
　イシイ=エトウ

2009/3/29 プロムナードコンサート No.332 サントリーホール エリアフ・インバル

サントリーホール エリアフ・インバル2009/3/23 第677回定期演奏会

2009/3/18 第676回定期演奏会

以下、2008/12/23と同じ

以下、2008/12/23と同じ
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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

Pf：河村尚子 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」序曲

Pf：河村尚子 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

J.シュトラウス 喜歌劇「くるまば草」序曲

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から 「侯爵様、あなたのようなお方は」

ハイマン 映画「会議は踊る」から 「ただ一度の機会」

シュトルツ 喜歌劇「王様のお気に入り」から 「あなたは私の心の王様」

J.シュトラウス 喜歌劇「千一夜物語」間奏曲

レハール 喜歌劇「メリー・ウィドー」から 「ヴィリアの歌」

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲

プッチーニ 歌劇「ラ・ボエーム」から 「冷たい手を」

プッチーニ 交響的奇想曲

プッチーニ
歌劇「トスカ」から 「妙なる調和」、「この世に君の美しい瞳ほど」、
「歌に生き、恋に生き」、「星は光りぬ」

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲と愛の死」

プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」から 「なんと素晴らしい美人」

ヴェルディ 歌劇「群盗」序曲

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」から 「夕暮れは迫り」、「ある晴れた日に」

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」

アダムズ 舞台音楽「主席は踊る」

Pfﾄﾘｵ：椎名豊トリオ ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

マッケイ Turn The Key

Pfﾄﾘｵ：椎名豊トリオ ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

ストラヴィンスキー バレエ組曲「プルチネルラ」

Ob：佐竹正史　Cl：生方正好
Fg：崔栄津　Hr：森博文

モーツァルト ピアノと管楽のための五重奏曲 変ホ長調 K.452

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

Pf：小川典子 シューベルト／リスト 幻想曲 ハ長調 D.760 「さすらい人」

Tn：成田勝美
合唱：新国立劇場合唱団

リスト ファウスト交響曲

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

Pf：小川典子 シューベルト／リスト 幻想曲 ハ長調 D.760 「さすらい人」

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

2008/6/12 第39回東京オペラシティ定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール ダン・エッティンガー

2008/6/13 第754回サントリー定期演奏会 サントリーホール ダン・エッティンガー

2008/5/8 第38回東京オペラシティ定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール ヒュー・ウルフ

2008/5/9 第753回サントリー定期演奏会 サントリーホール ヒュー・ウルフ

Sp：西野薫

2008/5/28
マルハン創立50周年記念
　プッチーニ生誕150年　ガラ・コンサート
　　～アジア三大テノール×歌姫～

サントリーホール ダン・エッティンガー
Tn：福井敬、シュー・チャン、
　　　ハ・ソクベ
Sp：腰越満美

2008/5/11 第36回午後のコンサート 東京オペラシティコンサートホール 大町陽一郎

2008/4/11 第752回サントリー定期演奏会 サントリーホール オンドレイ・レナルト

2008/4/17 第37回東京オペラシティ定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール オンドレイ・レナルト

オーチャードホール ダン・エッティンガー

東京フィルハーモニー交響楽団

2008/6/15 第755回オーチャード定期演奏会
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2008/6/28 コンサート・オペラ「ペレアスとメリザンド」 新国立劇場中劇場 若杉弘

ペレアス：近藤政伸
メリザンド：浜田理恵
ゴロー：星野淳
アルケル：大塚博章
イニョルド：國光ともこ
医師/羊飼い：有川 文雄
ジュヌヴィエーヴ：寺谷千枝子

ドビュッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」

2008/6/29 コンサート・オペラ「ペレアスとメリザンド」 新国立劇場中劇場

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」から 大行進曲「歌の殿堂をたたえよう」

レオンカヴァルロ 歌劇「道化師」から 「鐘の合唱」

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」から 「春のきざし」、「おとめたちの踊り」

ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」から 「ロシアの踊り」

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「カッチェイ王の魔の踊り」

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」から 「ポロヴェツ人の踊りと合唱」

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から 「夜会は招く」

グノー 歌劇「ファウスト」から 兵士の合唱「祖先の栄光を受け継いで」

グノー 歌劇「ファウスト」から 「そよ風のように」

ビゼー 歌劇「美しいパースの娘」から 「ロマの踊り」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」から 「情景」、「スペインの踊り」

チャイコフスキー バレエ組曲「眠りの森の美女」から 「ばらのアダージョ」

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「花のワルツ」

ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「勝利の合唱」、「バレエ音楽」

バーバー 弦楽のためのアダージョ

バーンスタイン 「ウェスト・サイド物語」から 「シンフォニック・ダンス」

Pf：江口 玲 バーンスタイン 交響曲 第2番 「不安の時代」

Vn：平澤仁　Va：須藤 三千代
Vc：渡邉辰紀　Cb：加藤正幸
Fg：大澤昌生　Hr：森博文

ベートーヴェン 七重奏曲 変ホ長調 作品20

Og：新山恵理 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガン付き」

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

Vn：松山冴花 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21

Og：新山恵理 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガン付き」

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」 第2楽章

アイルランド民謡 ロンドンデリーの歌

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲

佐原一哉 童神（天の子守唄）

沖縄民謡 てぃんさぐぬ花

喜納昌吉 花～すべての人の心に花を～

ホルスト 組曲「惑星」 作品32から 「火星」、「金星」、「木星」

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番から 「田園曲」、「メヌエット」、「ファランドール」

ドビュッシー 交響詩「海」から 「風と海の対話」

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」 組曲第1番から 「夜想曲」、「戦いの踊り」

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」 組曲第2番

お話：黒柳徹子
唄・三味線：古謝美佐子

2008/8/18 こども音・楽・館 2008 サントリーホール チョン・ミョンフン 浪曲師：国本武春

2008/8/15 ハートフル・コンサート2008 東京芸術劇場 宮本文昭

2008/7/17 第40回東京オペラシティ定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール ポール・メイエ

2008/7/18 第757回サントリー定期演奏会 サントリーホール ポール・メイエ

2008/7/13 第756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

2008/7/6 第37回午後のコンサート 東京オペラシティコンサートホール 三澤洋史

以下、2008/6/28と同じ

ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：若杉弘
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ルーセル バレエ組曲「蜘蛛の響宴」 作品17

Pf：横山幸雄 ダンディ フランスの山人の歌による交響曲

フランク 交響曲 ニ短調

Vn：荒井英治 プフィッツナー ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品34

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」（ノヴァーク版）

スメタナ 交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第1番 ハ長調

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

リスト ハンガリー狂詩曲 第2番

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」 組曲第2番

A.Sax：須川展也 グラズノフ アルトサクソフォン協奏曲 ホ長調 作品109

ショスタコーヴィチ バレエ組曲「黄金時代」

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第4番 変ニ長調、第8番 ト短調

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番 ホ短調

Vc：ルイジ・ピオヴァーノ ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

武満徹 弦楽のためのレクイエム

SQ：モルゴーア・クァルテット マルティヌー 弦楽四重奏と管弦楽のための協奏曲

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

Pf：クリスチャン・ツィメルマン ルトスワフスキ ピアノ協奏曲～クリスチャン・ツィメルマンに捧ぐ

Sp：森麻季 マーラー 交響曲 第4番 ト長調

モーツァルト 聴聞僧のおごそかな夕べの祈り K.339

マーラー 交響曲 第4番 ト長調

ガブリエリ カンツォン・セプティミ・トニ 第1番

ガブリエリ カンツォーナとソナタ集から ソナタ 第13番

Sp：田村麻子　At：坂本朱
Tn：吉田浩之
Br：キュウ・ウォン・ハン
合唱：東京オペラシンガーズ

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

バッハ カンタータ 第147番 「主よ､人の望みの喜びよ」 BWV147

賛美歌 あら野のはてに

賛美歌 アメイジング・グレイス

Sp：田村麻子　At：坂本朱
Tn：吉田浩之
Br：キュウ・ウォン・ハン
合唱：東京オペラシンガーズ

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/23 『第九』特別演奏会 オーチャードホール

2008/11/30

2008/12/19 『第九』特別演奏会 東京オペラシティコンサートホール

2008/12/20 『第九』特別演奏会 サントリーホール 佐渡裕

Og：新山恵理

第42回東京オペラシティ定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール チョン・ミョンフン

第762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
Sp：森麻季　At：小川明子
Tn：望月哲也　Bs：成田眞
合唱：新国立劇場合唱団

佐渡裕

2008/11/21

2008/10/19 第760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

2008/11/7 第761回サントリー定期演奏会 サントリーホール 渡邊 一正

ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：朝岡聡

2008/10/16 第41回東京オペラシティ定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール ミハイル・プレトニョフ

2008/9/14 第38回午後のコンサート 東京オペラシティコンサートホール 小林研一郎

2008/9/5 第758回サントリー定期演奏会 サントリーホール ロナルド・ゾルマン

2008/9/7 第759回 オーチャード定期演奏会 オーチャードホール ロナルド・ゾルマン

以下、2008/12/19と同じ
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ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：朝岡聡 J.シュトラウス ワルツ「春の声」 作品410

ブラームス ハンガリー舞曲 第1番、第5番

Pf：外山啓介 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 から 第1楽章

スメタナ 交響詩「モルダウ」

J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

Vn：宮本笑里 モンティ チャールダーシュ

ラフマニノフ ヴォカリーズ

ラヴェル ボレロ

2009/1/3 ニューイヤーコンサート 2009 オーチャードホール

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

R.シュトラウス 組曲「ばらの騎士」 作品59

R.シュトラウス 楽劇「サロメ」 作品54から 「7つのヴェールの踊り」

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

ワーグナー／デ・フリーハー 楽劇「ニーベルングの指環」から オーケストラル・アドベンチャー

2009/1/30 第764回サントリー定期演奏会 サントリーホール

ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ：朝岡聡 ガーシュウィン キューバ序曲

バーバー 弦楽のためのアダージョ

ガーシュウィン ラプソディー・イン・ブルー

ガーシュウィン／プライス ストライク・アップ・ザ・バンド

ガーシュウィン／プライス サマータイム

ガーシュウィン／プライス アイ・ガット・リズム

シュタイナー 映画「風と共に去りぬ」から 「タラのテーマ」

マンシーニ 映画「ティファニーで朝食を」から 「ムーン・リバー」

アンダソン 舞踏会の美女

ホーナー／ライニキー 映画「タイタニック」から 「私の心は生き続ける」

トリオ：椎名豊トリオ バーンスタイン／メイソン 「ウェスト・サイド物語」セレクション

2009/2/19 第44回東京オペラシティ定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール チョン・ミョンフン

Sp：カルメラ・レミージョ
At：藤村実穂子
Tn：キム・ウキョン
Bs：ロベルト・スカンディウッツィ
合唱：東京オペラシンガーズ

ヴェルディ レクイエム

2009/2/22 第765回オーチャード定期演奏会 オーチャードホール

ブラームス ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25

ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102

ブラームス／シェーンベルク ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25（管弦楽版）

武満徹 鳥は星型の庭に降りる

Vc：長谷川陽子 エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」

第43回東京オペラシティ定期演奏会 東京オペラシティコンサートホール ペーター・シュナイダー

2009/2/15 第39回午後のコンサート 東京オペラシティコンサートホール エリック・カンゼル

2009/1/29

ペーター・シュナイダー

Pf：チョン・ミョンフン
Vn：スヴェトリン・ルセヴ
Va：須田 祥子
Vc：ルイジ・ピオヴァーノ

2009/3/8 第767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

2009/2/27 第766回サントリー定期演奏会 サントリーホール チョン・ミョンフン

2009/1/25 第763回オーチャード定期演奏会 オーチャードホール

2009/1/2 ニューイヤーコンサート 2009 オーチャードホール

以下、2009/2/19と同じ

以下、2009/1/29と同じ

以下、2009/1/2と同じ

小林研一郎
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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

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲

Pf：辻井伸行 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

シベリウス 交響詩「伝説」 作品9

Vn：ホアン・モンラ サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

Vn：ホアン・モンラ サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

オネゲル 交響的楽章「機関車パシフィック231」

ミヨー フランス組曲

イベール 「寄港地」

ラヴェル 優雅で感傷的なワルツ

ドビュッシー 交響詩「海」

2008/4/26 日本フィル第599回定期演奏会

Ob：真田伊都子　Cl：伊藤寛隆
Hr：福川伸陽　Fg：木村正伸

モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.297b

Sp：大島洋子　Tn：五郎部俊朗
Br：大島幾雄
合唱：武蔵野合唱団、
　　　　新座少年少女合唱団

オルフ カルミナ・ブラーナ

フランセ 恋人たちのたそがれ時

Pf：横山幸雄 モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467

モーツァルト セレナード第10番 変ロ長調 K.361（370a）「グラン・パルティータ」

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61から 序曲、結婚行進曲

Vn：川井郁子 マスネ タイスの瞑想曲

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

ビゼー 歌劇「カルメン」から 「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「メヌエット」、「ハバネラ」

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」から 「ある晴れた日に」

Vn：川井郁子 サラサーテ チゴイナーワイゼン

ラヴェル ボレロ

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番

Pf：木曽真奈美 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 作品84

Pf：後藤泉 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2008/5/30 日本フィル第600回定期演奏会 サントリーホール
ジャンルイジ・
　ジェルメッティ

Sp：菅英三子　Br：河野克典
合唱：日本フィルハーモニー協会
　　　　合唱団

ブラームス ドイツ・レクイエム 作品45

2008/5/31 日本フィル第600回定期演奏会 以下、2008/5/30と同じ

以下、2008/4/25と同じ

長井市民文化会館 小林研一郎

東京芸術劇場 宮本文昭

横浜みなとみらいホール 小林研一郎

日本フィルハーモニー交響楽団

2008/5/25 日本フィル第322回名曲コンサート サントリーホール 小林研一郎

2008/5/20 長井 日本フィルの会

2008/5/10 日本フィル第237回横浜定期演奏会

2008/5/18 日本フィル第177回サンデーコンサート

2008/5/14 日本フィル第5回杉並アフタヌーン･シリーズ 杉並公会堂大ホール

日本フィル第176回サンデーコンサート 東京芸術劇場 ピエターリ・インキネン

2008/4/25 日本フィル第599回定期演奏会 サントリーホール 飯森範親

2008/4/20

2008/4/13 日本フィル第321回名曲コンサート サントリーホール 沼尻竜典

2008/4/19 日本フィル第236回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール ピエターリ・インキネン
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チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」

Vn：有希・マヌエラ・ヤンケ チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

アダムズ 高速機械で早乗り

Pf：田村響 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）

2008/6/15 日本フィル第323回名曲コンサート サントリーホール

芥川也寸志 弦楽のための3楽章

Pf：清水和音 フランク 交響的変奏曲 嬰ヘ短調

フランク 交響曲 ニ短調

2008/6/21 日本フィル第601回定期演奏会

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第1番、第2番、第3番、第8番

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2集 作品72から 第10番

Pf：河村尚子 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

武満徹 3つの映画音楽

Vn：ボリス・ベルキン プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63

ショスタコーヴィチ 交響曲 第12番 ニ短調 作品112 「1917年」

2008/7/12 日本フィル第602回定期演奏会

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

バッハ 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 第2曲「エア」

チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「白鳥の踊り」

ハチャトゥリヤン バレエ組曲「ガイーヌ」から 「剣の舞」

ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

上柴はじめ 誰にだってお誕生日

C.ワーク 大きな古時計

2008/7/20 日本フィル夏休みコンサート2008 府中の森芸術劇場

2008/7/21 日本フィル夏休みコンサート2008 横浜みなとみらいホール

2008/7/21 日本フィル夏休みコンサート2008

2008/7/24 日本フィル夏休みコンサート2008 ミューザ川崎シンフォニーホール

2008/7/26 日本フィル夏休みコンサート2008 大宮ソニックシティホール

2008/7/27 日本フィル夏休みコンサート2008 サントリーホール

2008/7/27 日本フィル夏休みコンサート2008

2008/7/29 日本フィル夏休みコンサート2008 習志野文化ホール 渡邊一正

2008/7/31 日本フィル夏休みコンサート2008 鎌倉芸術館

2008/8/2 日本フィル夏休みコンサート2008 横浜みなとみらいホール

2008/8/2 日本フィル夏休みコンサート2008

2008/8/3 ファミリーサマーフェスタ 東京芸術劇場

2008/8/3 ファミリーサマーフェスタ

以下、2008/6/20と同じ

以下、2008/6/14と同じ

以下、2008/7/19と同じ

以下、2008/7/21と同じ

以下、2008/7/19と同じ

以下、2008/7/19と同じ

以下、2008/7/19と同じ

以下、2008/7/27と同じ

以下、2008/7/19と同じ

以下、2008/7/19と同じ

以下、2008/7/29と同じ

以下、2008/8/2と同じ

以下、2008/7/29と同じ

以下、2008/7/29と同じ

以下、2008/8/3と同じ

2008/7/11 日本フィル第602回定期演奏会 サントリーホール 広上淳一

お話と歌：江原陽子2008/7/19 日本フィル夏休みコンサート2008 千葉県文化会館 沼尻竜典

2008/6/20 日本フィル第601回定期演奏会 サントリーホール 小林研一郎

2008/7/5 日本フィル第239回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 広上淳一

以下、2008/7/11と同じ

2008/6/14 日本フィル第238回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール シズオ・Z・クワハラ

2008/6/8 日本フィル第178回サンデーコンサート 東京芸術劇場 小林研一郎
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渡辺俊幸 「愛・地球博」 開会式メインテーマ 「愛・未来」

R.ロジャーズ／渡辺俊幸 「サウンド・オブ・ミュージック」から

チャーチル、デビッド＋ホフマン、
ウォレス、リチャード・M.シャーマン＋
ロバート・B.シャーマン、
ハーライン／渡辺俊幸

ディズニー・メドレー（ハイ・ホー、ビビディバビディブー、リーダーにつづけ、
小さな世界、星に願いを）

レノン＋マッカートニー／渡辺俊幸 ミッシェル

J.ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」から 「メインタイトル」

さだまさし／渡辺俊幸 秋桜

さだまさし／渡辺俊幸 かささぎ

さだまさし／渡辺俊幸 天然色の化石

さだまさし／渡辺俊幸 北の国から

渡辺俊幸 TVドラマ「毛利元就」から 「メインテーマ」

渡辺俊幸 TVドラマ「どんど晴れ」から 「愛のテーマ」、「ザッツ感動！」

渡辺俊幸 「阪神大震災5年」 悲しみを乗り越えて

渡辺俊幸 TVドラマ「海峡」から 「メインテーマ」

渡辺俊幸 TVドラマ「利家とまつ」から 「メインテーマ」

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

モーツァルト 音楽の冗談 ヘ長調 K.522

Vn：ウェルナー・ヒンク モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

J.シュトラウス ワルツ「ウィーン気質」 作品354

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35から 「カレンダー王子の物語」、「若い王子と王女」

サン・サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28

サラサーテ チゴイナーワイゼン

ラヴェル ボレロ

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調

2008/9/13 日本フィル第603回定期演奏会

スメタナ 交響詩「モルダウ」

Vn：川畠成道 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

ビゼー 「アルルの女」組曲第1番、第2番

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

チャイコフスキー 弦楽四重奏曲 第1番 ニ長調 作品11 から 第2楽章 「アンダンテ・カンタービレ」

ヴォーン・ウィリアムズ グリーンスリーヴズによる幻想曲

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番

ヴェルディ 歌劇「シモン・ボッカネグラ」から 「心に炎が燃える」

バッハ 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 第2曲「エア」

民謡／寺原伸夫 五木の子守唄

坂本浩美／和田薫 旅立ちの日に

新井満／山下康介 千の風になって

スメタナ 交響詩「モルダウ」

以下、2008/9/12と同じ

2008/9/17 日本フィル第32回北海道定期札幌演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 飯森範親

2008/9/12 日本フィル第603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

日本フィルサンデーコンサートスペシャル 東京芸術劇場 飯森範親

Vn：矢野玲子

Tn：秋川雅史

2008/9/3 日本フィル第6回杉並アフタヌーン･シリーズ 杉並公会堂大ホール

2008/9/7 日本フィル第325回名曲コンサート サントリーホール 小林研一郎

2008/9/23

2008/8/24 日本フィル第324回名曲コンサート サントリーホール 渡辺俊幸 歌：さだまさし
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ベートーヴェン 「エグモント」序曲 作品84

Pf：小川典子 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

Pf：田部京子 モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467

ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21

Vn：木野雅之 サン・サーンス ハバネラ 作品83

サン・サーンス 死の舞踏

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

Vn：堀米ゆず子
Vc：ダヴィート・ゲリンガス

ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」

三善晃 交響三章

ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

2008/11/25 日本フィル第604回定期演奏会

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

三善晃 「アン・パサン」～ヴァイオリンとオーケストラのための

レスピーギ 交響詩「ローマの松」

Pf：永野英樹 メシアン 七つの俳諧

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2008/11/15 日本フィル第605回定期演奏会 以下、2008/11/14と同じ

Pf：クリスティーナ・オルティーズ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

Pf：クリスティーナ・オルティーズ ヴィラ・ロボス ブラジル風バッハ 第3番

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

Pf：ゲルハルト・オピッツ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

2008/12/13 日本フィル第606回定期演奏会

ギルマン ヘンデルの主題によるパラフレーズ

バーバー サイレント・ナイト（きよしこの夜）

ウィドール オルガン交響曲 第5番 ヘ長調から 「トッカータ」.

Sp：菅英三子　At：菅有実子
Tn：錦織健　Br：青戸知
合唱：東京音楽大学

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/20 日本フィル第243回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール

2008/12/21 「第九交響曲」特別演奏会2008 サントリーホール 小林研一郎
Sp：菅英三子　At：菅有実子
Tn：錦織健　Br：青戸知
合唱：武蔵野合唱団

以下、2008/12/18と同じ

2008/12/24 「第九交響曲」特別演奏会2008 横浜みなとみらいホール 沼尻竜典 以下、2008/12/18と同じ

以下、2008/12/18と同じ

以下、2008/12/12と同じ

以下、2008/10/24と同じ

2008/10/19 日本フィル第326回名曲コンサート サントリーホール 尾高忠明

2008/10/24 日本フィル第604回定期演奏会 サントリーホール 尾高忠明

東京芸術劇場 西本智実

2008/10/11 日本フィル第241回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 西本智実

2008/10/5 日本フィル第179回サンデーコンサート

Og：勝山雅世

2008/12/18 「第九交響曲」特別演奏会2008 東京芸術劇場 小林研一郎

2008/11/22 日本フィル第242回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 沼尻竜典

2008/12/12 日本フィル第606回定期演奏会 サントリーホール ギュンター・ヘルビッヒ

Vn：アン・アキコ・マイヤーズ

2008/11/14 日本フィル第605回定期演奏会 サントリーホール 沼尻竜典

2008/11/2 日本フィル第327回名曲コンサート サントリーホール 沼尻竜典

2008/11/19 日本フィル第7回杉並アフタヌーン･シリーズ 杉並公会堂大ホール 沼尻竜典

2008/9/27 日本フィル第240回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 小林研一郎
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2008/12/25 「第九交響曲」特別演奏会2008 東京芸術劇場 沼尻竜典

Sp：菅英三子　At：菅有実子
Tn：錦織健　Br：青戸知
合唱：日本フィルハーモニー
　　　　協会合唱団

以下、2008/12/18と同じ

2008/12/27 「第九交響曲」特別演奏会2008 サントリーホール

2008/12/20 日本フィル第180回サンデーコンサート 東京芸術劇場

チャイコフスキー 戴冠式祝典行進曲

Vn：山田晃子 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

リスト 交響詩「前奏曲」

Pf：小山実稚恵 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 作品36

プロコフィエフ 交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」

Vn：漆原朝子　Va：今井信子 モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.364

プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131 「青春」

2009/1/17 日本フィル第607回定期演奏会

ヴェルディ
歌劇「仮面舞踏会」から 「第1幕への前奏曲」、「もう一度彼女に会える」、
「永久にきみを失えば」

プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」から 第3幕への間奏曲

チレア 歌劇「アルルの女」から 「フェデリーコの嘆き」

ディ・クルティス 帰れソレントへ

レスピーギ 交響詩「ローマの泉」

レスピーギ 交響詩「ローマの松」

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」から 「喜びの鼓動」、「恋とはどんなものかしら」

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「復讐の炎は地獄のように胸に燃え」

オッフェンバック バレエ音楽「パリのにぎわい」序曲

オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「ホフマンの舟歌」、「人形の歌」

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から 「侯爵様、あなたの様なお方は」

J.シュトラウス ポルカ「ポルカ「雷鳴と電光」」 作品324

バーンスタイン ｢キャンディード｣序曲

バーンスタイン ｢キャンディード｣から 「パリのワルツ」、「着飾って、きらびやかに」

ガーシュイン キューバ序曲

ヘンデル 王宮の花火の音楽

Vn：木野雅之、西村優子、
　　　神尾あずさ

テレマン 3つのヴァイオリンのための協奏曲

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

Vn：木嶋真優 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

ラヴェル ボレロ

以下、2009/1/16と同じ

以下、2008/12/25と同じ

以下、2008/12/25と同じ

熊本県立劇場 小林研一郎2009/2/9 日本フィル第34回九州 熊本公演

2009/2/4 日本フィル第8回杉並アフタヌーン･シリーズ 杉並公会堂大ホール 延原武春

Tn：佐野成宏

2009/2/1 日本フィル第182回サンデーコンサート 東京芸術劇場 現田茂夫 Sp：幸田浩子

2009/1/24 日本フィル第244回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 大友直人

2009/1/11 日本フィル第181回サンデーコンサート 東京芸術劇場
アレクサンドル・
　ラザレフ

2009/1/16 日本フィル第607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

2009/1/10 日本フィル第328回名曲コンサート サントリーホール
アレクサンドル・
　ラザレフ
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ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

Pf：北村朋幹 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

ラヴェル ボレロ

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

Vc：横坂源 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

スメタナ 交響詩「わが祖国」から 「高い城」、「モルダウ」、「ボヘミアの牧場と森から」

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

Vc：横坂源 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

スメタナ 交響詩「わが祖国」から 「高い城」、「モルダウ」、「ボヘミアの牧場と森から」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1番 ハ長調 作品46-1

Vc：横坂源 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

Vc：横坂源 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

スメタナ 交響詩「わが祖国」から 「高い城」、「モルダウ」、「ボヘミアの牧場と森から」

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

Vc：横坂源 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

Vc：横坂源 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

スメタナ 交響詩「わが祖国」から 「高い城」、「モルダウ」、「ボヘミアの牧場と森から」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1番 ハ長調 作品46-1

Vc：横坂源 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1番 ハ長調 作品46-1

Vc：横坂源 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

Pf：北村朋幹 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲

Pf：外山啓介 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

レオンカヴァッロ 歌劇「道化師」 間奏曲

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

Vn：渡辺玲子 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55

2009/3/7 日本フィル第608回定期演奏会

2009/3/15 日本フィル第329回名曲コンサート サントリーホール 西本智実 児童合唱：新座少年少女合唱団 チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」（全曲）

ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34

プロコフィエフ 「ピーターとおおかみ」 作品67

以下、2009/3/6と同じ

2009/2/22 日本フィル第34回九州 北九州公演 九州厚生年金会館 小林研一郎

2009/2/20 日本フィル第34回九州 宮崎公演 西都市民会館 小林研一郎

2009/2/21 日本フィル第34回九州 大分公演 iichiko グランシアタ 小林研一郎

2009/2/17 日本フィル第34回九州 佐賀公演 佐賀市文化会館 小林研一郎

2009/2/19 日本フィル第34回九州 鹿児島公演 宝山ホール（鹿児島県文化センター） 小林研一郎

2009/2/15 日本フィル第34回九州 唐津公演 唐津市民会館 小林研一郎

2009/2/16 日本フィル第34回九州 長崎公演 長崎ブリックホール 小林研一郎

2009/2/11 日本フィル第34回九州 福岡公演 アクロス福岡シンフォニーホール 小林研一郎

2009/2/12 日本フィル第34回九州 大牟田公演 大牟田文化会館 小林研一郎

2009/2/10 日本フィル第34回九州 田川公演 田川文化センター 小林研一郎

語り：おおたか静流2009/3/20
春休みオーケストラ探検
　「ピーターと狼」の巻

杉並公会堂大ホール 川瀬賢太郎

2009/3/6 日本フィル第608回定期演奏会 サントリーホール ジョセフ・ウォルフ

2009/3/1 日本フィル第183回サンデーコンサート 東京芸術劇場 藤岡幸夫
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ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲

ショーソン 詩曲 作品25

サン・サーンス／イザイ ワルツ・カプリス 作品52-6

シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 「ライン」

2009/3/28 日本フィル第245回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 山下一史 Vn：米元響子
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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

Pf：ゲイリー・グラフマン スクロヴァチェフスキ コンチェルト・ニコロ（左手のためのピアノ協奏曲）

ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調

2008/4/6 読売日響 みなとみらいホリデー名曲コンサート 横浜みなとみらいホール

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2008/4/12 読売日響 第501回名曲シリーズ サントリーホール

2008/4/18 読売日響 第470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5番 変ロ長調

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲から カンカン

ヴォルフ・フェラーリ 歌劇「聖母の宝石」間奏曲

J.F.ワーグナー 行進曲「双頭の鷲の旗の下に」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「スイス軍の行進」

久石譲 映画「風の谷のナウシカ」から

久石譲 映画「となりのトトロ」から

エルガー 行進曲「威風堂々」第1番 ニ長調 作品39

2008/5/4
読売日響
　家族ふれあい”夢と希望のコンサート”

森のホール21

ホルスト フーガ風序曲

Vc：クレメンス・ハーゲン エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

Pf：野原みどり ストラヴィンスキー バレエ組曲「ペトルーシカ」

2008/5/13 読売日響 第502回名曲シリーズ サントリーホール

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲

山根明季子 オーケストラのための「ヒトガタ」

コリリアーノ ザ・マンハイム・ロケット

コリリアーノ ハーメルンの笛吹き幻想曲

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

ヴォーン・ウィリアムズ あげひばり

バッハ／中原達彦 ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調 BWV1048 から 第1楽章

ヴィラ・ロボス 「ブラジル風バッハ」 第1番から 序奏

モンティ チャールダーシュ（コントラバス版）

ヨーダー／野本洋介 ハスケルのあばれ小僧

アンダソン トランペット吹きの休日

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」から 「狩人の合唱」

フォーレ 夢のあとに

ドビュッシー パンの笛

平尾貴四男／中原達彦 オーボエ・ソナタ から 第1楽章

アンダソン クラリネット・キャンディ

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」から 「ほら空が明るくなってきた」

ブリテン 青少年のための管弦楽入門 作品34

以下、2008/4/11と同じ

以下、2008/4/5と同じ

以下2008/5/12と同じ

以下、2008/5/3と同じ

ﾅﾚｰｼｮﾝ：増山江威子、永井一郎
司会：井上富美子

Fl：瀬尾和紀
子供達：足立区内中学校
　　　　　　吹奏楽部員有志

読売日本交響楽団

2008/4/5
読売日響
　第99回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場
スタニスラフ・
　スクロヴァチェフスキ

2008/4/11
読売日響
　第149回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場
スタニスラフ・
　スクロヴァチェフスキ

2008/5/12
読売日響
　第150回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場 下野竜也

2008/5/3
読売日響
　家族ふれあい”夢と希望のコンサート”

千葉県文化会館 渡邊一正

2008/5/24
読売日響
　第100回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場 下野竜也

2008/5/12 読売日響 第471回定期演奏会 サントリーホール 下野竜也
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ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

Pf：清水和音 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2008/5/28 読売日響 名曲シリーズ大阪公演 ザ・シンフォニーホール

チャイコフスキー 幻想曲「テンペスト」 作品18

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

ドヴォルザーク 交響詩「真昼の魔女」 作品108

プロコフィエフ 「ピーターとおおかみ」 作品67

語り：伊倉一恵 ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

2008/6/10
読売日響
　第151回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場

ラフマニノフ 幻想曲「岩」 作品7

Pf：フランソワ＝フレデリック・ギィ ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

2008/6/15 読売日響 みなとみらいホリデー名曲コンサート 横浜みなとみらいホール

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

Vn：アリーナ・ポゴストキーナ モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

2008/7/8 読売日響 第504回名曲シリーズ サントリーホール

ヴァーレーズ アメリカ（1929年版）

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

シューベルト 「ロザムンデ」 D.797から 「間奏曲」「バレエ音楽」

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

Vn：長原幸太 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

Vc：ユン・ソン ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

Pf：ラウマ・スクリデ チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

2008/8/17 読売日響 サマーフェスティバル「三大協奏曲」 サントリーホール

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

伊福部昭 日本狂詩曲

リスト ハンガリー狂詩曲 第2番

エネスコ ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11

ディーリアス ブリッグの定期市～イギリス狂詩曲

ラヴェル スペイン狂詩曲

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

Vn：アリョーナ・バーエワ シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第1番 作品35

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

シューマン 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2008/9/16
読売日響
　第153回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場

以下2008/6/9と同じ

以下2008/5/27と同じ

以下2008/9/15と同じ

以下、2008/8/16と同じ

以下2008/7/7と同じ

以下、2008/6/14と同じ

2008/5/27 読売日響 名曲シリーズ名古屋公演 愛知県芸術劇場コンサートホール 下野竜也

2008/6/5
読売日響
　第472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

2008/6/9
読売日響
　第503回名曲シリーズ

サントリーホール
アレクサンドル・
　ラザレフ

2008/6/14
読売日響
　第101回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場
アレクサンドル・
　ラザレフ

2008/7/7
読売日響
　第152回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場 小林研一郎

2008/7/14 読売日響 第473回定期演奏会 サントリーホール ゲルト・アルブレヒト

2008/7/19
読売日響
　第102回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場 ゲルト・アルブレヒト

2008/8/16 読売日響 サマーフェスティバル「三大協奏曲」 横浜みなとみらいホール 橘直貴

2008/8/19 読売日響 サマーフェスティバル「三大交響曲」 サントリーホール 沼尻竜典

2008/8/26 読売日響 第505回名曲シリーズ サントリーホール 井上道義

2008/9/10 読売日響 第474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

2008/9/15 読売日響 みなとみらいホリデー名曲コンサート 横浜みなとみらいホール
スタニスラフ・
　スクロヴァチェフスキ
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Pf：ジョン・キムラ・パーカー ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

ブルックナー 交響曲 第0番 ニ短調

2008/9/22 読売日響 第506回名曲シリーズ サントリーホール

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 作品84

Pf：高橋礼恵 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2008/10/7
読売日響
　第154回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場

ラヴェル 古風なメヌエット

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第1番 変ロ長調 K.207

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」

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」 組曲第2番

2008/10/13 読売日響 みなとみらいホリデー名曲コンサート 横浜みなとみらいホール

ヒンデミット シンフォニア・セレーナ

MS：重松みか　Br：三原剛
合唱：新国立劇場合唱団

ヒンデミット 前庭に最後のライラックが咲いたとき～愛する人々へのレクイエム

2008/11/16
読売日響
　第105回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場 下野竜也 スメタナ 交響詩「わが祖国」（全曲）

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

ベートーヴェン 序曲「命名祝日」 作品115

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2008/11/23 読売日響 みなとみらいホリデー名曲コンサート 横浜みなとみらいホール

Tb：クリスチャン・リンドバーグ アホ 交響曲第9番 ～トロンボーンと管弦楽のための

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

2008/11/28 読売日響 第508回名曲シリーズ サントリーホール

Vn：ルノー・カプソン
Vc：ゴーティエ・カプソン

ブラームス 二重協奏曲 イ短調 作品102

ブラームス／シェーンベルク ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25（管弦楽版）

2008/12/20
読売日響
　第106回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場 ギュンター・ノイホルト
Sp：林正子　MS：林美智子
Tn：中鉢聡　Br：宮本益光

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/21 読売日響 みなとみらいホリデー名曲コンサート 横浜みなとみらいホール

2008/12/22 第24回富士通 読売日響「第九」コンサート サントリーホール

2008/12/24 読売日響 「第九」コンサート 東京芸術劇場

2008/12/25 読売日響 第509回名曲シリーズ サントリーホール

2008/12/26
読売日響
　第156回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場

メンデルスゾーン トランペット序曲 作品101

Vn：小野明子 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」（1833/34年稿）

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

Br：フローリアン･プライ シューベルト／鈴木行一 歌曲集「冬の旅」 D.911

2009/1/16
読売日響
　第157回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場

以下、2008/11/21と同じ

以下、2008/10/12と同じ

以下2008/10/6と同じ

以下2008/9/21と同じ

Vn：ライナー・ホーネック

以下2008/12/20と同じ

以下2008/12/20と同じ

以下2008/12/20と同じ

以下2008/11/27と同じ

以下、2009/1/15と同じ

以下2008/12/20と同じ

以下2008/12/20と同じ

2008/9/21
読売日響
　第103回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場
スタニスラフ・
　スクロヴァチェフスキ

2008/10/6 読売日響 第507回名曲シリーズ サントリーホール
ヴィクトーア・
　エマニュエル・
　　フォン・モンテトン

2008/10/20 読売日響 第475回定期演奏会 サントリーホール
下野竜也

合唱指揮：田中信昭

2008/10/12
読売日響
　第104回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場 下野竜也

2008/11/21 読売日響 第476回定期演奏会 サントリーホール オスモ・ヴァンスカ

2008/11/27
読売日響
　第155回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場 オスモ・ヴァンスカ

2008/12/15 読売日響 第477回定期演奏会 サントリーホール 広上淳一

2009/1/10
読売日響
　第107回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場 下野竜也

2009/1/15 読売日響 第510回名曲シリーズ サントリーホール
ワルター・
　グガバウアー
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マーラー 交響曲 第10番 嬰ヘ短調から 「アダージョ」

Pf：フランク･ブラレイ モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

Jos.シュトラウス ワルツ「ディナミーデン」

R.シュトラウス 組曲「ばらの騎士」 作品59

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

Pf：フランク･ブラレイ モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

Jos.シュトラウス ワルツ「ディナミーデン」

R.シュトラウス 組曲「ばらの騎士」 作品59

2009/1/27 読売日響 名曲シリーズ大阪公演 ザ・シンフォニーホール

2009/1/28 読売日響 名曲シリーズ北九州公演 北九州芸術劇場大ホール

2009/1/29 読売日響 名曲シリーズ福岡公演 アクロス福岡シンフォニーホール

ドヴォルザーク 序曲「オセロ」 作品93

ドヴォルザーク チェコ組曲 ニ長調 作品39

ドヴォルザーク 交響曲 第4番 ニ短調 作品13

2009/2/10 読売日響 第511回名曲シリーズ サントリーホール

Vn：アナ・チュマチェンコ ハチャトゥリヤン ヴァイオリン協奏曲

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」

Vc：タチアナ・ヴァシリエヴァ サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

Pf：アンヌ･ケフェレック モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595

ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調

2009/3/9 読売日響 第512回名曲シリーズ サントリーホール

2009/3/16 読売日響 第480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

Sp：インドラ･トーマス
At：シャルロット・ヘルカント
Tn：ロイ・コーネリアス・スミス
Br：ジェームス･ラザフォード
合唱：新国立劇場合唱団

ベートーヴェン 荘厳ミサ曲

チャイコフスキー セレナードハ短調 作品48

ストラヴィンスキー 管楽器のための交響曲（1947年版）

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2009/3/22 読売日響 みなとみらいホリデーコンサート 横浜みなとみらいホール 以下、2009/3/21と同じ

以下2009/3/8と同じ

以下2009/2/9と同じ

以下2009/1/26と同じ

以下2009/1/26と同じ

以下2009/1/26と同じ

2009/1/23 読売日響 第478回定期演奏会 サントリーホール 上岡敏之

2009/1/26 読売日響 名曲シリーズ名古屋公演 愛知県芸術劇場コンサートホール

2009/2/9
読売日響
　第158回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場 下野竜也

2009/2/16 読売日響 第479回定期演奏会 サントリーホール
ヴァシリー・
　シナイスキー

2009/2/21
読売日響
　第108回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場
ヴァシリー・
　シナイスキー

2009/3/8
読売日響
　第109回東京芸術劇場マチネーシリーズ

東京芸術劇場
スタニスラフ･
　スクロヴァチェフスキ

2009/3/21
読売日響
　第159回東京芸術劇場名曲シリーズ

東京芸術劇場
スタニスラフ･
　スクロヴァチェフスキ
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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

シューマン 序曲、スケルツォと終曲 作品52

Vn：石田泰尚 シューマン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調

シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

Vn：アナスタシア・チョボタリョーワ チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

Pf：イリヤ・ラシュコフスキー ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

團伊玖磨 管弦楽組曲「シルクロード」

Pf：イリヤ・ラシュコフスキー チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

リムスキー・コルサコフ 交響曲 第2番 嬰ヘ短調 作品9 「アンタール」

ブラームス セレナード 第2番 イ長調

シューマン 交響曲 第2番 ハ長調 作品61

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」から

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から ホ長調 「春」

バッハ メヌエット

バッハ 組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 第2曲「エア」

モーツァルト／青島広志 ピアノ・ソナタ イ長調 K.331 「トルコ行進曲つき」

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲 から 「スイス軍の行進」

エルガー 愛のあいさつ 作品12

リムスキー・コルサコフ 歌劇「サルタン皇帝の物語」から 「くまばちは飛ぶ」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

Vc：山本裕康 シューマン チェロ協奏曲 イ短調 作品129

シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 「ライン」

Vn：岡崎慶輔 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

ビゼー 歌劇「カルメン」 組曲第1番から  「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「闘牛士の歌」

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35から 第3曲「若い王子と王女」

リムスキー・コルサコフ 歌劇「サルタン皇帝の物語」から 「くまばちは飛ぶ」

モーツァルト／青島広志 きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265

ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から 「ワルツ」

チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」から 「こんぺい糖の踊り」、「花のワルツ」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

ラヴェル ボレロ

2008/7/18
夏休み名曲コンサート
　ブルーアイランド氏のおしゃべりコンサート

テアトロ・ジーリオ・ショウワ

2008/7/19
夏休み名曲コンサート
　ブルーアイランド氏のおしゃべりコンサート

小田原市民会館

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

以下、2008/7/12と同じ

以下、2008/7/12と同じ

2008/4/12
シュナイト音楽堂シリーズVol.14
　「シューマン・シリーズ I」

神奈川県立音楽堂
ハンス＝マルティン・
　シュナイト

2008/4/19 藤沢名曲コンサート 藤沢市民会館 岩村力

2008/4/25 第244回定期演奏会 横浜みなとみらいホール 現田茂夫

2008/5/10
シュナイト音楽堂シリーズVol.15
　「シューマン・シリーズ II」

神奈川県立音楽堂
ハンス＝マルティン・
　シュナイト

2008/5/18

ヴィアマーレ・ファミリークラシックVol.8
　青島広志
　　「ブルーアイランド氏の
　　　“なるほどクラシック”」

はまぎんホール ヴィアマーレ 青島広志

2008/5/23 第245回定期演奏会 横浜みなとみらいホール
ハンス＝マルティン・
　シュナイト

2008/6/7
シュナイト音楽堂シリーズVol.16
　「シューマン・シリーズ III」

神奈川県立音楽堂
ハンス＝マルティン・
　シュナイト

2008/6/27 第246回定期演奏会 横浜みなとみらいホール 湯浅卓雄

2008/7/12
夏休み名曲コンサート
　ブルーアイランド氏のおしゃべりコンサート

よこすか芸術劇場 青島広志
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2008/7/22
夏休み名曲コンサート
　ブルーアイランド氏のおしゃべりコンサート

東京オペラシティコンサートホール

バリー／藤野浩一 映画「チャーリー」から 「チャップリン」

ルグラン 映画「想い出の夏」から 「想い出の夏」

バリー／藤野浩一 映画「ダンス・ウィズ・ウルヴズ」から 「ダンバー中尉のテーマ」

レイ／藤野浩一 映画「ある愛の詩」から 「ある愛の詩」

フップフェルド／藤野浩一 映画「カサブランカ」から 「時の過ぎ行くままに」

チャップリン／藤野浩一 映画「モダン・タイムス」から 「スマイル」

ラスキン／藤野浩一 映画「ローラ殺人事件」から 「ローラ」

デニス・マッカーシー／カスター 
「スタートレック」セレクションから 「スタートレック―映画版」、「ヴォイジャー」、
「ジェネレーションズ」

藤野浩一編
ホラー映画メドレー（アダムス・ファミリー、トワイライトゾーン、サイコ、
ゴーストバスターズ、スルース）

マンシーニ／前田憲男 映画「ひまわり」から 「ひまわり」

モリコーネ／藤野浩一 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ

ポーター／藤野浩一 映画「夜も昼も」から 「夜も昼も」

ローザ／藤野浩一 映画「白い恐怖」から 「Mountain　Lodge」、「Dream Sequence」

J.ウィリアムズ／藤野浩一 映画「インディ・ジョーンズ／レイダース～失われた聖櫃～」から 「レイダース・マーチ」

ビゼー
歌劇「カルメン」 組曲第1番から 「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「間奏曲」、
「アルカラの竜騎兵」、「闘牛士」

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

エルガー 行進曲「威風堂々」第1番 ニ長調 作品39

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」から 「ポロヴェツ人の踊り」

ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」前奏曲

Vn：千住真理子 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

Vn：竹澤恭子 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ルーセル シンフォニエッタ 作品52

Tp：オーレ・エドワルト・アントンセン トマジ トランペット協奏曲

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

ハイドン 交響曲 第26番 ニ短調 「悲しみ」

Pf：久元祐子 モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

Pf：仲道郁代
Sp：翠千賀　Tn：谷口佳幸
Sp：佐々木典子　MS：谷口睦美
Tn：持木弘　Br：牧野正人
合唱：神奈川フィル合唱団

ベートーヴェン 合唱幻想曲 ハ短調 作品80

Sp：佐々木典子　MS：谷口睦美
Tn：持木弘　Br：牧野正人
合唱：神奈川フィル合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

以下、2008/7/12と同じ

Vo：国府弘子、TOKU

2008/8/18 みんなのオーケストラ2008夏 横浜みなとみらいホール 上野正博 司会：岩崎里衣

2008/8/7
神奈川フィル・ポップスオーケストラ
　映画音楽＆ポップスの名曲
　　GREATEST HITS Vol.4

神奈川県民ホール 藤野浩一

2008/9/12
名曲コンサート
　クラシック名曲紀行

神奈川県民ホール大ホール 現田茂夫

2008/10/17 第247回定期演奏会 横浜みなとみらいホール
ハンス＝マルティン・
　シュナイト

2008/11/7 第248回定期演奏会 横浜みなとみらいホール パスカル・ヴェロ

2008/12/5 第249回定期演奏会 横浜みなとみらいホール 飯森範親

2008/12/21 名曲コンサート 第九演奏会 神奈川県民ホール 現田茂夫
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R.ロジャーズ 「王様と私」から 「Shall We Dance?」

メンケン 映画「美女と野獣」から 「美女と野獣」

アーレン 映画「オズの魔法使い」から 「虹の彼方に」

R.ロジャーズ 映画「南太平洋」から 「魅惑の宵」、「バリ・ハイ」

マックダーモット 輝く星座

R.ロジャーズ
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー（サウンド・オブ・ミュージック、私のお気に入り、エー
デルワイス、すべての山に登れ）

ロイド・ウエッバー ミュージカル「オペラ座の怪人」から 「オール・アイ・アスク・オブ・ユー」

ロイド・ウエッバー
ロイド・ウエッバー・シンフォニック・リフレクションズ（アルゼンチンよ泣かないで、
ヘロド王の歌、メモリー、スーパースター）

ロウ 「マイ・フェア・レディ」から 序曲、「踊り明かそう」、「君住む街角」

シュワルツ 映画「バンド・ワゴン」から 「ザッツ・エンターテインメント」

森山良子 家族写真

B.アンダーソン＋ウルヴァース
「マンマ・ミーア！」から 「マネー、マネー、マネー」、「マンマ・ミーア！」、
「ダンシング・クイーン」、「サンキュー・フォー・ザ・ミュージック」、「ウオータール」、
「チキチータ」

Og：小清水桃子 バッハ トッカータとフーガ ニ短調 BWV565

Vn：鈴木絢 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 から 第1楽章

Vc：山岸彩子 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 から 第1楽章

Pf：木村りえ モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466 から 第1楽章

Sp：山形明子　MS：石井環世
Tn：蔵田雅之　Br：土屋広次郎
合唱：フェリス女学院大学音楽学部

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」から 第4楽章

バーンスタイン ｢キャンディード｣序曲

Pf：小川典子 ガーシュイン ピアノ協奏曲 ヘ調

コープランド 交響曲 第3番

モーツァルト 交響曲 第25番 ト短調 K.183 第1楽章

Pf：齋藤雅広 モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467 第2楽章

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調 から 第4楽章「アダージェット」

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

エルガー 変奏曲「なぞ」 作品36から 第9変奏曲

ワーグナー 楽劇「ワルキューレ」から 「ワルキューレの騎行」

バーバー 弦楽のためのアダージョ

Pf：齋藤雅広 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 第3楽章

ニルセン 歌劇「仮面舞踏会」序曲.

Vn：松山冴花 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

バルトーク オーケストラのための協奏曲

Vn：石田康尚　Vc：山本裕康 ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

Vo：サーカス

2009/1/11 ニューイヤー・フレッシュコンサート ミューザ川崎シンフォニーホール 山田和樹

2009/1/10
神奈川フィル・ポップスオーケストラ
　「永遠のミュージカル名曲」

神奈川県民ホール 藤野浩一

2009/1/16 第250回定期演奏会 横浜みなとみらいホール 現田茂夫

2009/2/14 名曲コンサート　シネマ・クラシックス 神奈川県民ホール 山田和樹

2009/2/20 第251回定期演奏会 横浜みなとみらいホール 小泉和裕

2009/3/7 名曲コンサート　珠玉の名旋律 ミューザ川崎シンフォニーホール
ハンス＝マルティン・
　シュナイト
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ブラームス 悲劇的序曲 作品81

ブラームス 哀悼の歌 作品82

ブラームス 運命の歌 作品54

Sp：平松英子　MS：加納悦子
Tn：小原啓楼　Br：青山貴
合唱：神奈川フィル合唱団

ブルックナー テ・デウム ハ長調

合唱：神奈川フィル合唱団
2009/3/13 第252回定期演奏会 横浜みなとみらいホール

ハンス＝マルティン・
　シュナイト
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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

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」から 「四季」 作品8

岡野貞一 春の小川

中田章 早春賦

岡野貞一 おぼろ月夜

滝廉太郎 花

團伊玖磨 花の街

岡野貞一 春が来た

中田喜直 さくら横丁

日本古謡 さくらさくら

宮城道雄 春の海

中田喜直 めだかの学校

カールマン 「チャルダッシュの女王」から 「ハイヤー 山はふる里」

野村峰山 高原のオブジェ

文部省唱歌 鯉のぼり

不詳 こいのぼり

服部良一 蘇州夜曲

中村八大 黄昏のビギン

中村八大 上を向いて歩こう

バーンスタイン 「ウェストサイドストーリーメドレー」から 「トゥナイト」

ジャール 映画「アラビアのロレンス」から

いずみたく 見上げてごらん夜の星を

ロバートソン 知りたくないの

すぎやまこういち 恋のフーガ

ロウ 「マイ・フェア・レディ」から 「踊り明かそう」

R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「私のお気に入り」

古賀政男 悲しい酒

筒美京平 ブルーライトヨコハマ

浜口庫之助 夜霧よ今夜もありがとう

いずみたく 恋の季節

レイ 男と女

バカラック 雨にぬれても

筒美京平 17歳

筒美京平 また逢う日まで

吉田正 いつでも夢を

ブラームス 大学祝典序曲 作品80

Vn：島田真千子 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55　「英雄」

2008/5/17 第14回岩倉定期演奏会 岩倉市総合体育文化センター

小松長生

心に響くニッポンの歌 しらかわホール 濵津清仁

2008/5/16 第91回定期演奏会 しらかわホール

セントラル愛知交響楽団

以下、2008/5/16と同じ

Sp：池田京子
箏：野村祐子　尺八：野村峰山

2008/5/9 Always～いつでも夢を～ 名古屋市芸術創造センター 小松長生 Vo：吉川智子

2008/4/16
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コーディル 吹奏楽のための民話

ホルスト 組曲「惑星」 作品32から 「木星」

レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」から

後藤知明 世界中の子どもたちが

秋間ゆう子 友だち

水本誠 With you smile

杉本竜一 この星に生まれて

ハイドン 交響曲 第48番 ハ長調 「マリア・テレジア」

ハイドン 交響曲 第96番 ニ長調 「奇蹟」

Hr：井手詩朗 モーツァルト ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447

ハイドン 交響曲 第43番 変ホ長調 「マーキュリー」

Pf：木澤可奈 モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595

Marimba：間瀬早綾香 スヴォボダ マリンバ協奏曲 作品148

Pf：福永真弓 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」序曲

Pf：小菅優 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

サリエリ ｢パルミラ」による管弦楽組曲

サリエリ 交響曲 ニ長調

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」

MS：林美智子 マーラー 交響曲 第4番 ト長調

リスト 交響詩「前奏曲」

ラフ 交響曲 第1番 作品96 「わが祖国」から 第1、5楽章

ラフ ピアノ協奏曲 ハ短調 作品185から 第1楽章

リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

シューマン 「マンフレッド」序曲 作品115

Pf：三輪郁 モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467

シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 「ライン」

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

フォスター 草競馬

アンダソン タイプライター

アンダソン トランペット吹きの休日

ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲

サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」から

アメリカ民謡 森のくまさん

上真行 一月一日

田中公平 一週間の歌

2009/1/6
ズーラシアンブラスがやってきた
　～動物による「動物の謝肉祭」～

2008/11/21 第95回定期演奏会 しらかわホール 齊藤一郎

小松長生

小松長生、オカピ

Pf：武本京子、渡辺理恵子

ズーラシアンブラス

松尾葉子
大作曲家の影に隠れた作曲家たち　第2回
　リストVSラフ

しらかわホール

2008/9/12 第94回定期演奏会 しらかわホール

愛知県芸術劇場コンサートホール

小松長生

2008/7/29
大作曲家の影に隠れた作曲家たち　第1回
　モーツァルトVSサリエリ

しらかわホール 小松長生

2008/7/18 第93回定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール

2008/10/30

2008/7/11 コンチェルトシリーズ　No.29 愛知県芸術劇場コンサートホール 小松長生

2008/6/27 第92回定期演奏会 しらかわホール 十束尚宏

2008/6/15 吹奏楽と合唱メソッド 羽島市文化会館スカイホール 松尾葉子
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モンテヴェルディ 歌劇「オルフェオ」から 「シンフォニア」

バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エア」

シュターミッツ 6つの交響曲から ニ長調 作品4-2

ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」 Hob.I-104 第1楽章

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第4楽章

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14 第1楽章

R.シュトラウス 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 作品28

Vn：大谷玲子 ベルク ヴァイオリン協奏曲

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

Vn：川久保賜紀 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

J.シュトラウス ポルカ「ポルカ「雷鳴と電光」」 作品324

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

ハックビー ホルンプランタリー

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ジョビン／山本雅士 イパネマの娘

ロドリゲス／山本雅士 ラ･クンパルシータ

ラポソ／山本雅士 シング

滝廉太郎 花

中田章 早春賦

中田喜直 めだかの学校

民謡／山本雅士 八木節

わらべ歌 ずいずいずっころばし

わらべ歌 あんたがたどこさ

日本古謡 とうりゃんせ

ラヴェル ボレロ

2009/2/7 ハローオーケストラ 名古屋市南文化小劇場

カルクブレンナー ピアノ協奏曲 第4番 イ短調 作品127

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲

Cl：亀井良信 シュポーア クラリネット協奏曲 第4番

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

アンダソン タイプライター

アンダソン シンコペイテッド・クロック

山本雅士 ブレーメンの音楽隊

モーツァルト きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265

モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K.136

久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」

木村弓 映画「千と千尋の神隠し」から 「いつも何度でも」

久石 譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
Pf：石川馨栄子2009/3/20 まるごとしらかわの日（第2部） しらかわホール 古谷誠一

2009/3/20 まるごとしらかわの日（第1部）

スティーブン・シャレット

古谷誠一

2009/2/17
大作曲家の影に隠れた作曲家たち
　第3回　ショパン VS カルクブレンナー

2009/2/7 ハローオーケストラ

2009/3/13 第97回定期演奏会

Pf：河合優子

歌：渡邊るりこ　

齊藤一郎

中京大学文化市民会館オーロラホール

しらかわホール

名古屋市北文化小劇場

しらかわホール 岩村力

しらかわホール

小松長生

2009/1/30 第96回定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール 小松長生

2009/1/21
市民会館シリーズ⑤
　「オーケストラ解体新書」

以下、2009/2/7と同じ
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ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から 「春」、「冬」

ホイベルガー 喜歌劇「オペラ舞踏会」から 「別室へ行きましょう」

文部省唱歌 冬の夜

文部省唱歌 冬景色

渡辺茂 たき火

山田耕筰 待ちぼうけ

山田耕筰 からたちの花

山田耕筰 ペチカ

デーレ すみれの花咲く頃

弘田龍太郎 浜千鳥

弘田龍太郎 春よこい

田中章 早春賦

2009/3/20 まるごとしらかわの日（第3部） しらかわホール 古谷誠一
Sop：池田京子
Cemb：中野振一郎
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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

アイヴズ 答えのない質問

Tp：フィリップ・シャーツ 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」

ハイドン 交響曲 第22番 変ホ長調 「哲学者」 Hob.I-22

R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

2008/4/19 名フィル第346回定期演奏会

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲

ドニゼッティ 歌劇「愛の妙薬」から 「人知れぬ涙」

マスネ 歌劇「ウェルテル」から 「春風よ、なぜわたしをめざますのか」

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

ヴェルディ 歌劇「仮面舞踏会」から 「今度の航海は無事だろうか」

プッチーニ 歌劇「トスカ」から 「星はきらめき」

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

ボブ佐久間 インストゥルメンタル・ブルース

Pf：鈴木杏奈 モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488 第1楽章

Sp・司会：橋本千波 グノー 歌劇「ロメオとジュリエット」から「私は夢に生きたい」

アンダソン タイプライター

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」 から 第4楽章

2008/5/9
名古屋市　小学生のためのコンサート
　「オーケストラを楽しもう！」

ハイドン オラトリオ「天地創造」 Hob.XXI-2から 序奏「混とん描写」

ケクラン 管弦楽のための夜想曲「星降る天穹に向って」 作品129

ロータ トロンボーン協奏曲

マルタン トロンボーンと管弦楽のためのバラード

シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

2008/5/17 名フィル第347回定期演奏会

バッハ ブランデンブルク協奏曲 第4番 ト長調 BWV1049

バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043

バッハ カンタータ 第82番 「わたしは満ちたりて」 BWV82

バッハ カンタータ 第209番 「悲しみを知らぬ者」 BWV209

バッハ ブランデンブルク協奏曲 第2番 ヘ長調 BWV1047

チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」 第1楽章

古関裕而／森隆一郎 長崎の鐘

古関裕而 東京オリンピックマーチ

アンダソン 舞踏会の美女

アンダソン ブルー･タンゴ

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

アンダソン フィドル・ファドル

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 第3、4楽章

Tb：ジョセフ・アレッシ

2008/6/1 「夢いっぱいの特等席」チャリティコンサート 名古屋市公会堂大ホール 堀俊輔

2008/5/25
しらかわシリーズ　Vol.11
　「ボッセ教授の大バッハIV」

しらかわホール ゲルハルト・ボッセ

2008/5/16

Tn：佐野成宏

名古屋市　小学生のためのコンサート
　「オーケストラを楽しもう！」

中京大学文化市民会館
　オーロラホール

小林恵子

愛知県芸術劇場コンサートホール マックス･ポンマー

名フィル第347回定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール 金聖響

名古屋フィルハーモニー交響楽団

以下、2008/4/18と同じ

以下、2008/5/8と同じ

2008/5/8

2008/4/26 コバケン･スペシャル　Vol.13 愛知県芸術劇場コンサートホール 小林研一郎

2008/4/18 名フィル第346回定期演奏会

以下、2008/5/16と同じ

ﾌﾞﾛｯｸﾌﾚｰﾃ：太田光子、
　　　　　　　　宇治川朝政
Sp：平松英子　Tp：高橋敦
Vn：日比浩一、矢口十詩子
Ob：山本直人
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ワーグナー 舞台神聖祝典劇「パルシファル」 第1幕への前奏曲

Vn：堀米ゆず子 デュティーユ ヴァイオリン協奏曲「夢の木」

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調（ベンヤミン＝グンナー・コールス校訂版）

2008/6/7 名フィル第348回定期演奏会

コープランド 市民のためのファンファーレ

ホルスト 吹奏楽のための組曲 第1番 変ホ長調 作品28-1

Vn：後藤龍伸 ヴァイル ヴァイオリンと吹奏楽のための協奏曲 作品12

内藤淳一 ブライアンの休日

糸谷良 マーチ「晴天の風」

浦田健次郎 セリオーソ

片岡寛晶 天馬の道～吹奏楽のために

井潤昌樹 火の断章

ヒンデミット 吹奏楽のための交響曲 変ロ長調

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

Ob：山本直人　Cl：井上京
Fg：佐々木真樹緒
Hr：水無瀬一成

モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.297b

ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2008/6/29 名フィル・スペシャル・コンサート2008

ホリガー トーンシェルベン（音の破片）

Pf：ネルソン・ゲルナー ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2008/7/5 名フィル第349回定期演奏会

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

Pf：河村尚子 モーツァルト ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491

Vn：ライナー・ホーネック R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 作品40

アンダソン 舞踏会の美女

J.ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」から 「メインタイトル」

アンダソン プリンク・プレンク・プランク

アンダソン セレナータ

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ビゼー 「カルメン」 組曲第1番から  「間奏曲」、「闘牛士」

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番から 「ファランドール」

2008/7/17
「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート
 　名古屋公演

2008/7/10
第12回市民会館名曲シリーズ
　創立記念日コンサート

中京大学文化市民会館
　オーロラホール

ティエリー･フィッシャー

2008/7/17
「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート
 　名古屋公演

名古屋国際会議場
　センチュリーホール

新通英洋

以下、2008/7/17と同じ

2008/6/28 名フィル・スペシャル・コンサート2008 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

2008/7/4 名フィル第349回定期演奏会 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

2008/6/6 名フィル第348回定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール マイケル･クリスティ

2008/6/14
第11回市民会館名曲シリーズ
　吹奏楽コンサート

中京大学文化市民会館
　オーロラホール

高関健

以下、2008/6/6と同じ

以下、2008/6/28と同じ

以下、2008/7/4と同じ
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バカラック＋デイビッド／
　ボブ佐久間（以下すべて）

遥かなる影

ラッセル＋ブラムレット スーパースター

カーペンター＋ベティス トップ・オブ・ザ・ワールド

スパーク 頬にかかる涙

ソフィッチ 砂に消えた涙

サレルノ 夢見る想い

クリエーター 好きにならずにいられない

マトソン＋プレスリー ラヴ・ミー・テンダー

グレン 涙のチャペル

プレスリー他 ハートブレイク・ホテル

ミシェル シバの女王

アレグロ他 エーゲ海の真珠

モーガン オリーブの首飾り

ノーマン 映画「007」から 「ジェームス･ボンドのテーマ」

バート 映画「007」から 「ロシアより愛をこめて」

バリー 映画「007」から 「ゴールドフィンガー」

バカラック 雨に濡れても

バカラック アルフィ

バカラック 恋よさようなら

シーガー 花はどこへ行った

シーガー他 勝利を我等に

ギルキーソン他 グリーンフィールズ

ヘイズ 七つの水仙

セクング ドナドナ

ディラン 風に吹かれて

ポール＋マリー パフ

ウェスト 500マイル

ピットニー ルイジアナ・ママ

セダカ カレンダーガール

ノーマン＋スターリング 可愛いベイビー

フランシス他 バケーション

キング他 ロコモーション

ヒルデブランド ヘイ・ポーラ

シンバル ミスター・ベースマン

バーリー他 ビー・マイ・ベイビー

ゴールドステイン ワシントン広場の夜はふけて

ガモー 悲しき雨音

ハーマン ハロー・ドーリー

ホーランド＋ドジャー＋ホーランド ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ

バッハ ラヴァーズ・コンチェルト

ハッチ 恋はダウンタウン

スコット 蜜の味

レディング＋クロッパー ドック・オブ・ザ・ベイ

ダイアモンド スウィート・キャロライン

マックダーモット 輝く星座

2008/8/10 名フィル　サマー・ポップスコンサート2008
中京大学文化市民会館
　オーロラホール

ボブ佐久間 Vn：後藤龍伸
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合唱：岡崎混声合唱団 ドビュッシー 夜想曲

Vn：バイバ･スクリデ ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

メシアン キリストの昇天

Cl：亀井良信 武満徹 ファンタズマ／カントス

合唱：グリーン・エコー ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」（全曲）

2008/9/6 名フィル第350回定期演奏会

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

木村弓／濱野正 映画「千と千尋の神隠し」から 「いつも何度でも」

久石譲／濱野正 映画「魔女の宅急便」から 「海の見える街」

杉本竜一 Believe

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番から 「ファランドール」

Pf：仲道郁代 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

MS：加納悦子 ベルリオーズ 叙情的情景「クレオパトラの死」 

ハイドン 交響曲 第45番 嬰ヘ短調 「告別」 Hob.I-45

アデス 「…されどすべてはよしとなり」 作品10

バルトーク オーケストラのための協奏曲

2008/10/18 名フィル第351回定期演奏会

ハチャトゥリヤン
バレエ組曲「ガイーヌ」から 「剣の舞」、「こもり唄」、「ばらの少女たちの踊り」、
「レスギンカ舞曲」

ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」から第2番

ショスタコーヴィチ バレエ組曲 第1番

Sp：浜田理恵 ラヴェル 歌曲集「シェエラザード」

ラヴェル ボレロ

2008/11/15 名フィル第352回定期演奏会

アダムズ ショート・ライド・イン・ア・ファスト・マシーン

Pf：フィンギン・コリンズ フォーレ ピアノと管弦楽のためのバラード 嬰ヘ長調 作品19

Sp：星川美保子 シューベルト／リスト 幻想曲 ハ長調 D.760 「さすらい人」

語り：松本宰二 ベートーヴェン 「エグモント」 作品84（全曲）

2008/12/20 名フィル第353回定期演奏会

アンダソン クリスマス・フェスティバル

アンダソン そりすべり

ウェイド／ボブ佐久間 讃美歌111番 「神の御子は今宵しも」 アレンジ1～3

ケント、山下、松任谷、中村、吉田、
ジョンソン、ヘイズ、マイケル、
イギリス民謡／ボブ佐久間

ちょっとくりすます／メドレー（キャロル・オブ・ザ・ベルズ、クリスマスは君と一緒に、
クリスマス・イヴ、恋人がサンタクロース、ジングル・ベル、サンタと天使が笑う夜、
ブルー・クリスマス、ラスト・クリスマス、おめでとうクリスマス）

ジロー、コスマ、ルイギー、アダモ／
ボブ佐久間

ロマンティック・シャンソン／メドレー（映画「巴里の空の下セーヌは流れる」から
 「パリの空の下」、枯葉、バラ色の人生、サン・トワ・マミー）

コリー、アーレン、マンシーニ、
ガーナー／ボブ佐久間

ロマンティック・スタンダード・バラード／メドレー（想い出のサンフランシスコ、
映画「オズの魔法使い」から 「虹の彼方に」、酒とバラの日々、ミスティ）

ガーランド、アメリカ民謡、グレイ、
ストレイホーン、プリマ／
ボブ佐久間

グッド・オールド・スイング／メドレー（イン・ザ・ムード、茶色の小瓶、真珠の首飾り、
A列車で行こう、シング・シング・シング）

Vn：後藤龍伸

2008/12/19 名フィル第353回定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール 下野竜也

2008/12/24 名フィル　クリスマス・ポップスコンサート2008 愛知県芸術劇場コンサートホール ボブ佐久間

2008/10/17 名フィル第351回定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール マーティン・ブラビンス

2008/11/14 名フィル第352回定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール 大友直人

2008/10/7 コバケン･スペシャル　Vol.14 愛知県芸術劇場コンサートホール 小林研一郎

2008/9/5 名フィル第350回定期演奏会 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

2008/9/9
「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート
 　刈谷公演

刈谷市民会館 堀俊輔

2008/8/31
第13回市民会館名曲シリーズ
　サマー･コンサート

中京大学文化市民会館
　オーロラホール

ティエリー･フィッシャー

以下、2008/9/5と同じ

以下、2008/10/17と同じ

以下、2008/11/14と同じ

以下、2008/12/19と同じ
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Vn：植村太郎 ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50

Sp：大倉由紀枝　At：小畑朱実
Tn：高橋淳　Br：黒田博
合唱：愛知県合唱連盟

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/28
第14回市民会館名曲シリーズ
　第九コンサート／歓喜に寄す

ベートーヴェン
弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 作品132
　第3楽章 「病癒えた者の神への聖なる感謝の歌」（弦楽合奏版）

レスピーギ アダージョと変奏

チャイコフスキー ロココの主題による変奏曲 イ長調 作品33

ブラームス／シェーンベルク ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25（管弦楽版）

2009/1/17 名フィル第354回定期演奏会

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

Jos.シュトラウス ワルツ「うわごと」 作品212

J.シュトラウス ポルカ「舞踏会のかわいらしい花束」 作品380

J.シュトラウス ポルカ「蜃気楼」 作品330

J.シュトラウス チック・タック・ポルカ 作品365

Jos.シュトラウス ワルツ「天体の音楽」 作品235

Jos.シュトラウス ポルカ「短いことづて」 作品240

J.シュトラウス 常動曲 作品257

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

Pf：小林亜矢乃 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

フランク 交響曲 ニ短調

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲」と「愛の死」

Fl：ジャック・ズーン プーランク／バークリー フルート・ソナタ

イベール フルート協奏曲

プロコフィエフ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 作品64（抜粋）

2009/2/14
第4回浜松公演
　「バレンタインデー・コンサート」

アクトシティ浜松大ホール

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

Pf：小川典子 藤倉大 「アンペール」～ピアノと管弦楽のための協奏曲

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2009/2/21 名フィル第355回定期演奏会

ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」 作品4

Vc：タチアナ・ヴァシリエヴァ プロコフィエフ 交響的協奏曲 ホ短調 作品125

グラズノフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品55

2009/3/28 名フィル第356回定期演奏会

2009/3/27 名フィル第356回定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール 小泉和裕

2009/2/13
第15回市民会館名曲シリーズ
　「バレンタインデー・コンサート」

中京大学文化市民会館
　オーロラホール

ティエリー･フィッシャー

2009/2/20 名フィル第355回定期演奏会 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

2009/1/24
しらかわシリーズ　Vol.12
　「ウィーンからの贈り物V
　　～メンデルスゾーン生誕200年記念～」

しらかわホール ライナー・ホーネック

2009/1/28 コバケン･スペシャル　Vol.15 愛知県芸術劇場コンサートホール 小林研一郎

2008/12/27
第14回市民会館名曲シリーズ
　第九コンサート／歓喜に寄す

中京大学文化市民会館
　オーロラホール

円光寺雅彦

2009/1/16 名フィル第354回定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール
キンボー・
　イシイ=エトウ Vc：ソニア・

　ヴィーダー＝アサートン

以下、2008/12/27と同じ

以下、2009/1/16と同じ

以下、2009/2/13と同じ

以下、2009/2/20と同じ

以下、2009/3/27と同じ

Vn：ライナー・ホーネック
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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

Pf：河合美知 ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35

Pf：徳永雄紀 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

Pf：竹田理琴乃 ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595

ショスタコーヴィチ ジャズ組曲 第2番

ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

エルガー セレナード ホ短調 作品20

モーツァルト ピアノ協奏曲 第14番 変ホ長調 K.449

シュニトケ ピアノ協奏曲

モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」

ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」序曲

Pf：鶴見彩 サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22

ラヴェル 組曲「クープランの墓」

ラヴェル 組曲｢マ・メール・ロア｣

バッハ カンタータ 第212番 「おいらの今度の領主様」 BWV212（農民カンタータ）から第20曲

バッハ カンタータ 第202番 「悲しみの影よ、消え去れ」 BWV202（結婚カンタータ）から第1曲

うりこひめ：稲垣絢子
あまんじゃく：長澤幸乃
ばっさ：安藤明根
じっさ：西村朝夫　けらい：与儀巧
とのさん：北山吉明

林光 歌劇「あまんじゃくとうりこひめ」

2008/6/1 室内オペラ公演 石川県立音楽堂コンサートホール 宮嶋秀郎

うりこひめ：仲谷響子
あまんじゃく：朝倉あづさ
ばっさ：直江学美
じっさ：西村朝夫　けらい：与儀巧
とのさん：北山吉明

林光 歌劇「あまんじゃくとうりこひめ」

モーツァルト 歌劇「劇場支配人」序曲

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から ホ長調 「春」

レスピーギ 組曲「鳥」

リムスキー・コルサコフ 歌劇「サルタン皇帝の物語」から 「くまばちは飛ぶ」

アンダソン シンコペイテッド・クロック

モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 第3楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

久石譲／和田薫 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

久石譲／倉知竜也 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

モーツァルト 歌劇「劇場支配人」序曲

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から ホ長調 「春」

レスピーギ 組曲「鳥」

アンダソン シンコペイテッド・クロック

アンダソン フィドル・ファドル

モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543 第3楽章

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

2008/4/12 第7回北陸新人登竜門コンサート 石川県立音楽堂コンサートホール 井上道義

Pf：小曽根真

2008/4/26 第240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 ラルフ・ゴトーニ Pf：ラルフ・ゴトーニ

2008/4/20 第239回定期公演ファンタジーシリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール 井上道義

2008/5/10 第241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
ジャン=ルイ･
　フォレスティエ

2008/5/31 室内オペラ公演 石川県立音楽堂コンサートホール 宮嶋秀郎

2008/6/4 平成20年度　生徒・児童音楽鑑賞教室 小松市民センター シズオ・クワハラ

2008/6/5 ランチタイム・コンサート 石川県立音楽堂コンサートホール シズオ・クワハラ

オーケストラ・アンサンブル金沢
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2008/6/10 平成20年度　生徒・児童音楽鑑賞教室 サンライフプラザ七尾

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

モーツァルト
歌劇「フィガロの結婚」から 「もう飛ぶまいぞ、この蝶々」、
「恋とはどんなものかしら」、「自分で自分が分からない」、
「もうおまえの勝ちだと言ったな」

モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「わたしは鳥刺し」

モーツァルト 歌劇「女はみんなこうしたもの」から 「あなたにささげた心」

モーツァルト 歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」から 「私は行くが、きみは平和に」

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

Cl：ヴェンツェル・フックス ウェーバー クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲

Cl：ヴェンツェル・フックス モーツァルト クラリネット協奏曲 イ長調 K.622

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

Vn：アビゲイル・ヤング チャイコフスキー ゆうつなセレナード 変ロ短調 作品26

Pf：リリヤ・ジルベルシュタイン チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

パッヘルベル／池辺晋一郎 カノン

レノン＋マッカートニー／
　池辺晋一郎

レット・イット・ビー、イェスタデイ、イエロー･サブマリン、ヘイ・ジュード、
ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード、ミッシェル、涙の乗車券

ヴェルディ 歌劇「シモン・ボッカネグラ」から 「心に炎が燃える」

小林秀雄 落葉松

ララ／鈴木隆太 グラナダ

新井満 千の風になって

池辺晋一郎 映画「独立少年合唱団」から

池辺晋一郎 映画「瀬戸内ムーンライトセレナーデ」から

池辺晋一郎 映画「影武者」から

レノン／池辺晋一郎 イマジン

ハイドン 交響曲 第96番 ニ長調 Hob.I-96 「奇蹟」

Pf：鶴見彩 堀内貴晃 小編成管弦楽のためのカプリッチョ「あばれ祭りによせて」

Vn：アビゲイル・ヤング
Vc：ルドヴィート・カンタ
Pf：松井晃子

アウエルバッハ 憂鬱な海のためのセレナーデ～武満徹へのオマージュ

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

Pf：ポール・ルイス ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

Pf：アレクセイ・ヴォロディン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

ヘンデル 合奏協奏曲 第7番

Tn：クリストフ・プレガルディエン他
合唱：シュレスヴィヒ＝
　　ホルシュタイン音楽祭合唱団

ヘンデル オラトリオ「アレクサンダーの饗宴」（第1、2部）

2008/6/15 県教弘コンサート 石川県立音楽堂コンサートホール 山下一史

2008/6/20 第242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 沼尻竜典

2008/6/22 珠洲市公演 ラポルト珠洲 沼尻竜典

2008/6/29 第243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 井上道義

Tn：秋川雅史

2008/7/26 第245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

2008/7/12 第244回定期公演ファンタジーシリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール 池辺晋一郎

フロラン城公園特設会場 井上道義

2008/7/30 ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ音楽祭公演 オールヌ湖特設会場 井上道義

以下、2008/6/4と同じ

2008/8/6
シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン音楽祭公演
　／ハンブルク

聖ペトリ教会 ロルフ・ベック

2008/7/31 ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ音楽祭公演
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2008/8/6
シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン音楽祭公演
　／リューネブルク

聖ミカエル教会

2008/8/9
シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン音楽祭公演
　／レンズブルク

キリスト教会

レスピーギ 組曲「鳥」

新実徳英／倉知竜也 僕は雲雀

モーツァルト ディヴェルティメント ヘ長調 K.138 第1楽章

バデルト 映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」から

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

Pf：木村かをり　朗読：藪内俊弥 三枝成彰 ピアノ協奏曲「イカの哲学」（2008年OEK新曲委嘱作品）

Vc：荒井結子 ハイドン チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101

ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21

シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1、2番から

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から ヘ長調 「秋」

八橋検校／倉知竜也 六段幻想～箏とオーケストラのための～

牧野由多可 日本の心～山～

中山晋平／鈴木行一 ゴンドラの歌

海沼実／榊原学 みかんの花咲く丘

サン・サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28

朝鮮民謡／倉知竜也 アリラン

喜納昌吉／鈴木行一 花～すべての人の心に花を～

多忠亮／鈴木行一 宵待草

服部良一／渡辺俊幸 蘇州夜曲

渡久地政信／倉知竜也 上海帰りのリル

劉雪庵／倉知竜也 何日君再来

黎錦光／渡辺俊幸 夜来香

新井満／鈴木行一 千の風になって

小林秀雄／倉知知也 落葉松

わらべうた／倉知知也 ずいずいずっころばし

わらべうた／倉知知也 村祭り

わらべうた／倉知知也 とおりゃんせ

中田喜直／和田薫 小さい秋見つけた

佐々木すぐる／鈴木行一 月の砂漠

内藤法美／堀内貴晃 誰もいない海

さだまさし／鈴木行一 秋桜

オードウェイ／鈴木行一 旅愁

久石譲／鈴木行一 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」

杉本竜一／榊原栄 Believe

2008/8/17
ジョイントコンサート：
　朝日親子サマースペシャル

石川県立音楽堂コンサートホール 鈴木織衛

2008/9/10 第246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 井上道義

Vn：ギドン・クレーメル
Str：クレメラータ・バルティカ

2008/11/2
アジア音楽祭かなざわ2008
　日本の響き・アジアの響き
　　日本の心OEKとともに～歌声と箏の響き

石川県立音楽堂コンサートホール 三河正典

2008/9/18 第247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

合唱：もりのみやこ合唱団、
　　　　婦人コーラス連盟、
　　　　エンジェルコーラス

2008/11/3

アジア音楽祭かなざわ2008
　日本の響き・アジアの響き
　　OEKとともに
　　ソプラノ中田留美子＆児童合唱団が歌う
　　懐かしい日本の唱歌

石川県立音楽堂コンサートホール 三河正典

Sp：中田留美子
合唱：もりのみやこ合唱団、
　　　　婦人コーラス連盟、
　　　　エンジェルコーラス

2008/11/3

アジア音楽祭かなざわ2008
　日本の響き・アジアの響き
　　青島広志が誘うアジアの響き
　　　OEKとともに

石川県立音楽堂コンサートホール 三河正典

以下、2008/8/6と同じ

以下、2008/8/6と同じ
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モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」から 「恋とはどんなものかしら」

モーツァルト
歌劇「魔笛」 K.620から 「なんと美しい絵姿」、
　「復しゅうの心は地獄のように胸に燃え」

モーツァルト 春へのあこがれ K.596

モーツァルト メヌエット

モーツァルト メヌエット K.1

モーツァルト きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265

モーツァルト ピアノ・ソナタ イ長調 K.331 「トルコ行進曲つき」

ドニゼッティ I am Happy

ヴェルディ 歌劇「椿姫」から 「乾杯の歌」

ヴェルディ 歌劇「リゴレット」から 「女心の歌」

モーツァルト モテット「踊れ、喜べ、幸いな魂よ」 K.165から 「アレルヤ」

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章

ドヴォルザーク チェコ組曲 ニ長調 作品39

ドヴォルザーク ロマンス ヘ短調 作品11

サラサーテ チゴイナーワイゼン

カーニス ムジカ・チェレスティス

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

宮川彬良 OEK Popsのテーマ

ヴィヴァルディ／宮川彬良
きらめく歩み（ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 「四季」から
 ホ長調 「春」から）

バッハ／宮川彬良 ラバーズ・コンチェルト

桑田佳祐／宮川彬良 いとしのエリー

つのだ☆ひろ／宮川彬良 メリー・ジェーン

ベートーヴェン／宮川彬良 エリーゼのために

ベートーヴェン、プラド／宮川彬良 シンフォニック！マンボNo.5

宮川泰／宮川彬良 恋のバカンス

宮川泰／宮川彬良 東京たそがれ（ウナ・セラ・ディ東京）

マンシーニ／宮川彬良 子象の行進

宮川彬良 合唱とオーケストラのための組曲「少年の時計」

チャーチル／宮川彬良 ファンタスティック！白雪姫

ドイツ民謡、マークス、バーリン、クー
ツ／榊原栄

クリスマス・ソング・メドレー（諸人こぞりて、もみの木、赤鼻のトナカイ、
ホワイト･クリスマス、サンタが街にやってくる、天には栄え、ジングルベル）

Sp：朝倉あづさ　MS：小泉詠子
Tn：志田雄啓
Br：ヴェセリン・ストイコフ

ヘンデル オラトリオ「メサイア」 抜粋

ベートーヴェン 「エグモント」序曲

Pf：沙良・オット ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

Or：黒瀬恵　Timpani：菅原淳 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

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

Pf・お話：青島広志
Sp：横山美奈　Tn：小野勉

2008/11/29 第251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 ジョアン・ファレッタ
Vn：マイケル・ルードヴィヒ

2008/11/21
小松定期公演「秋」
　こんにちは！モーツァルトさん

小松芸術劇場うらら 青島広志

2008/12/5 第252回定期公演ファンタジーシリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール 宮川彬良 Pf：宮川彬良

2008/12/21
クリスマス・メサイア公演
　クリスマスソングメドレー　＆
　　ヘンデル「メサイア」

石川県立音楽堂コンサートホール 柳澤寿男

2009/1/7 第253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

2009/1/30 第254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 ドミトリ・キタエンコ
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倉橋日出夫編 高砂御前

倉橋日出夫編 浪速小唄

ビゼー 歌劇「カルメン」から 「前奏曲」、「闘牛士」

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527から 「お手をどうぞ」、「酒の歌」

プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「わたしのおとうさん」

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」から 「ある晴れた日に」

伯爵：木村孝夫
伯爵夫人：納谷知佐
スザンナ：田邉織恵
フィガロ：迎肇聡
ケルビーノ西村薫

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」 K.492（抜粋）

シャブリエ 田園組曲

Vn：吉本奈津子 サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

デュパルク 星へ

グノー 交響曲 第2番 変ホ長調

ハイドン 交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」 Hob.I-100

Vn：神尾真由子 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

ビゼー 「アルルの女」組曲第1、2番から

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番から 「ファランドール」

パーセル 歌劇「ディドーとエネアス」から 抜粋

モーツァルト ロンド ニ長調 K.382

ブリテン ピアノ、弦楽四重奏と弦楽合奏のための「若きアポロ」 作品16

ディーリアス 小管弦楽のための2つの小品「春を告げるカッコウ」、「川の夏の夜」

ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」 Hob.I-104

金聖響

第257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 井上道義

2009/2/8 第255回定期公演ファンタジーシリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール

Pf：小菅優
Vn：江原千絵　Va：安保恵麻
Vc：ルドヴィート･カンタ

2009/2/26 第256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
ジャン＝ピエール・
　ヴァレーズ

2009/3/6

2009/3/21 第258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 尾高忠明
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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

コープランド 市民のためのファンファーレ

ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」 Hob.I-104

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲

J.シュトラウス 皇帝円舞曲 作品437

ラヴェル ラ・ヴァルス

R.シュトラウス 交響詩「ドン・フアン」 作品20

R.シュトラウス 組曲「ばらの騎士」 作品59

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

Vn：松山冴花 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番

オネゲル 交響曲 第3番 「礼拝」

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35から 第1曲「海とシンドバッドの船」

チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48 第4楽章

ドビュッシー 交響詩「海」から 「海の夜明けから真昼まで」

サラサーテ チゴイナーワイゼン

スーザ 行進曲「海を越える握手」

ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」第2番 作品43から 「フィナーレ」

ブラームス 大学祝典序曲 作品80

Pf：フセイン・セルメット モーツァルト ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調 K.503

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」

ビゼー 「カルメン」 組曲第1番から 「間奏曲」

Fg：山下菜美子 ウェーバー ファゴット協奏曲 ヘ長調 作品75

アンダソン クラリネット・キャンディ

ハチャトゥリヤン バレエ組曲「ガイーヌ」から 「剣の舞」

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」 第1楽章

レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「シチリアーナ」

モーツァルト ディヴェルティメント 第17番 ニ長調 K.334 第3楽章

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「花のワルツ」

2008/7/21 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市右京ふれあい文化会館

2008/4/18 京都市交響楽団第511回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール 広上淳一

2008/5/18 京都市交響楽団第512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

2008/6/6 京都市交響楽団第513回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール 高関健

Vn：周防亮介

2008/7/8 京都市交響楽団第514回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール 大友直人

2008/6/15
京都市交響楽団
　こどものためのコンサート　Vol.21

京都コンサートホール・大ホール 大友直人

2008/7/20 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都会館第2ホール 上野正博

京都市交響楽団

以下、2008/7/20と同じ
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モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40

ビゼー 「カルメン」 組曲第2番から 「ハバネラ」

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第4楽章

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

バデルト パイレーツ・オブ・カリビアン

レノン＋マッカートニー／
　メンデルソン

エリナー・リグビー

レノン＋マッカートニー／
　メンデルソン

イェスタデイ

レノン＋マッカートニー／
　メンデルソン

64歳になっても

ドッド、デビッド＋ホフマン、
チャーチル、ウルベル、
リチャード・シャーマン＋
ロバート・シャーマン／倉知竜也

ディズニー・ファンタスティック・メドレー（ミッキーマウス・マーチ、
ビビディバビディブー、ハイ・ホー、ジッパ・ディー・ドゥー・ダー、
スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス、チムチムチェリー、
小さな世界）

アンダソン フィドル・ファドル

アンダソン サンドペーパー・バレエ

2008/7/27 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市呉竹文化センター

J.シュトラウス ポルカ「クラップフェンの森で」 作品336

J.シュトラウス ポルカ「ポルカ「雷鳴と電光」」 作品324

Jos.シュトラウス 鍛冶屋のポルカ 作品269

マンシーニ 子象の行進

アンダソン 舞踏会の美女

サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」から 「白鳥」

プロコフィエフ 「ピーターと狼」 作品67

2008/8/2 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市北文化会館

アンダソン 踊る子猫

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」

モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「わたしは鳥刺し」

モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「復しゅうの心は地獄のように胸に燃え」

バーンスタイン ｢キャンディード｣から 「着飾って、きらびやかに」

サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」から 「白鳥」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 「グランド・フィナーレ」

A.Sax：須川展也 グラズノフ アルトサクソフォーン協奏曲 ホ長調 作品109

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

モーツァルト アダージョとロンド ハ短調 K.617

クセナキス ノモス・ガンマ

ホルスト 組曲「惑星」 作品32

鈴木織衛

2008/7/26 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市東部文化会館 田久保裕一

司会＋ﾅﾚｰｼｮﾝ：都築由美

2008/8/10
京都市交響楽団
　こどものためのコンサート　Vol.22

京都コンサートホール・大ホール 大友直人

Br：萩原寛明

Sp：四方典子

2008/8/1 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市西文化会館ウエスティ

2008/8/23 京都市交響楽団第515回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール 沼尻竜典

Sp：清水信貴　At：高山郁子
Tn：柳生厚彦　Br：中西雅音
合唱：京響市民合唱団

2008/9/4 京都市交響楽団第516回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール 井上道義

以下、2008/7/26と同じ

以下、2008/8/1と同じ
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J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

ヴェルディ 歌劇「アイーダ」」から 「凱旋行進曲」

バーンスタイン 「ウェストサイドストーリーメドレー」から 「マンボ」

スメタナ 交響詩「モルダウ」

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64から

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲 第5番 ニ長調

シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

岡坂慶紀 哀歌（エレジー） 弦楽オーケストラのために

Vc：古川展生 グルダ チェロと吹奏楽のための協奏曲

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

プロコフィエフ
バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 作品64から 第1幕 「前奏曲」、「喧嘩」、「決闘」、
「大公の宣言」、「騎士たちの踊り」、「愛の踊り」

プロコフィエフ
バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 作品64から 第2幕
「タイボルトとマーキュシオの出会い」、「タイボルトとマーキュシオの決闘」、
「マーキュシオの死」、「ロメオはマーキュシオの死の報復を誓う」、「終曲」

プロコフィエフ
バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 作品64から 第3幕 「ジュリエットひとり」、
「ジュリエットの葬式」、「ジュリエットの死」

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）

ファリャ バレエ組曲「三角帽子」 第2部

モーツァルト アヴェ・ヴェルム・コルプス K.618

Sp：釜洞祐子　At：菅有実子
Tn：市原多朗　Br：河野克典
合唱：京響市民合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

モーツァルト 歌劇「後宮からの誘拐」序曲

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

レハール ワルツ「金と銀」

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

Jos.シュトラウス ワルツ「天体の音楽」 作品235

J.シュトラウス ピチカート・ポルカ

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

ワーグナー 楽劇「ジークフリート」から 「森のささやき」

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「花のワルツ」

J.シュトラウス ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325

Fl：清水信貴 ドップラー ハンガリー田園幻想曲 作品26

バーバー 弦楽のためのアダージョ

Pf：清水和音 ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

バーンスタイン オーケストラのためのディヴェルティメント

バーンスタイン 「ウェスト・サイド・ストーリ」から 「シンフォニック・ダンス」

2008/10/5
京都市交響楽団
　こどものためのコンサート　Vol.23

京都コンサートホール・大ホール 大友直人 合唱：京響市民合唱団

2008/10/19 京都市交響楽団第517回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール 大友直人

2008/11/21 京都市交響楽団第518回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール 下野竜也

2008/12/7 京都市交響楽団第519回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール
エルネスト・
　マルティネス・
　　イスキエルド

2008/12/26 京都市交響楽団第九コンサート 京都コンサートホール・大ホール 広上淳一

2009/1/11 京都市交響楽団ニューイヤーコンサート 京都コンサートホール・大ホール 山下一史

京都市交響楽団第520回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール 広上淳一

2009/1/18
京都市交響楽団
　こどものためのコンサート　Vol.24

京都コンサートホール・大ホール 大友直人

2009/1/23
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Vn：南紫音 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

スクリャービン 交響曲 第2番 ハ短調 作品29

2009/2/28 京都市交響楽団東京公演 サントリーホール

武満徹 トゥイル・バイ・トワイライト～モートン・フェルドマンの追憶に

武満徹 映画「黒い雨」から 「死と再生」

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲

Vn：四方恭子、渡邉明日香 バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043

Fl：大嶋義実、江戸誠一郎 チマローザ 2つのフルートのための協奏曲 ト長調

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

2009/3/27 京都市交響楽団第522回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール 尾高忠明

2009/3/31
京都市交響楽団
　「オーケストラの日」コンサート

京都コンサートホール・
　アンサンブルホールムラタ

増井信貴

以下、2009/1/23と同じ

2009/2/22 京都市交響楽団第521回定期演奏会 京都コンサートホール・大ホール
マルク・
　ゴレンシュタイン
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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

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」序曲

スメタナ 交響詩「モルダウ」

ﾅﾚｰｼｮﾝ：加藤燿子 チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から

2008/4/5 第51回 名曲コンサート

リャードフ 交響詩「魔の湖」 作品62

Vn：堀米ゆず子 ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

ロット 交響曲 第1番 ホ長調

ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲

Pf：花房晴美 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

グノー 交響曲 第2番 変ホ長調

2008/6/15 第52回 名曲コンサート

ウォルトン 戴冠式行進曲「宝玉と王のつえ」

R.シュトラウス 交響詩「マクベス」 作品23

プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131 「青春」

ヴォーン・ウィリアムズ グリーンスリーヴズによる幻想曲

Vc：横坂源 ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107

ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲 第2番 ト長調 「ロンドン交響曲」

オッフェンバック 喜歌劇「パリのにぎわい」序曲

Vn：加藤知子 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2008/8/30 第53回 名曲コンサート

Vn：山田晃子　Vc：今井信子 モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）

ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調（リンツ版 1865/66年）

ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲

Vn：前橋汀子 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

メンデルスゾーン 交響曲 第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

2008/10/13 第54回 名曲コンサート

メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」 作品27

Vn：米元響子　Pf：河村尚子 メンデルスゾーン ヴァイオリン、ピアノと弦楽のための協奏曲 ニ短調

メンデルスゾーン 交響曲 第1番 ハ短調 作品11

Pf：清水和音 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

Pf：大道真理 モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

Sp：並河寿美　At：郡愛子
Tn：米澤傑　Br：田中由也

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

モーツァルト 交響曲 第25番 ト短調 K.183

Pf：若林顕 ハチャトゥリヤン ピアノ協奏曲 変ニ長調

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

2008/4/5 第51回 名曲コンサート ザ・シンフォニーホール 北原幸男

2008/4/11 第124回定期演奏会 【革命】 ザ・シンフォニーホール 尾高忠明

2008/5/13

第125回定期演奏会
　【ベートーヴェンと世紀末ウィーンの
　　知られざる交響曲Ⅰ
　　　2008～2009年度全４回シリーズ】

ザ・シンフォニーホール 寺岡清高

2008/6/15 第52回 名曲コンサート ザ・シンフォニーホール 児玉宏

ザ・シンフォニーホール 大友直人

2008/6/20
第126回定期演奏会
　児玉宏音楽監督・首席指揮者就任記念
　　【華冠殱倫 哀傷謳歌】

ザ・シンフォニーホール 児玉宏

2008/9/12
第128回定期演奏会
　【児玉宏のブルックナー】

ザ・シンフォニーホール 児玉宏

ザ・シンフォニーホール 秋山和慶

ザ・シンフォニーホール 広上淳一

2008/10/13 第54回 名曲コンサート ザ・シンフォニーホール 寺岡清高

2008/11/7
第129回定期演奏会
　This is 【The メンデルスゾーン】

2008/12/26 感動の第九

2008/12/4 第130回定期演奏会　【ラフマニノフ“３”】

ザ・シンフォニーホール 寺岡清高

2009/1/16
第131回定期演奏会
　【メランコリック・ロシア！】

ザ・シンフォニーホール 外山雄三

大阪シンフォニカー交響楽団

以下、2008/4/5と同じ

以下、2008/6/15と同じ

以下、2008/8/30と同じ

2008/8/30 第53回 名曲コンサート ザ・シンフォニーホール キンボー・イシイ=エトウ

2008/7/17
第127回定期演奏会
　ヴォーン・ウィリアムズ没後50年
　　【ウェストミンスターからの風】

以下、2008/10/13と同じ
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J.シュトラウス 喜歌劇「ジプシー男爵」序曲

J.シュトラウス ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325

Jos.シュトラウス ポルカ「憂いもなく」 作品271

J.シュトラウス 新ピチカート・ポルカ 作品449

J.シュトラウス エジプト行進曲 作品335

Jos.シュトラウス ワルツ「うわごと」 作品212

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

サラサーテ チゴイナーワイゼン

フォーレ こもり歌 作品16

J.シュトラウス 狂乱のポルカ 作品260

チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」

2009/1/24 第55回 名曲コンサート

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

フックス 交響曲 第3番 ホ長調 作品79

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

アンダソン そりすべり

チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」から 「情景」

ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」メドレー

エルガー セレナード ホ短調 作品20

Sp：佐々木典子 R.シュトラウス 4つの最後の歌

アッテルベリ 交響曲 第6番 ハ長調 作品31　（日本初演）

2009/3/20 第１2回東京公演 すみだトリフォニーホール

J.シュトラウス ワルツ「春の声」 作品410

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

Fl：末原諭宜 グルック 歌劇「オルフェウス」から 「精霊の踊り」

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

バッハ G線上のアリア

Vn：林七奈

2009/2/13

第132回定期演奏会
　【ベートーヴェンと世紀末ウィーンの
　　知られざる交響曲Ⅱ
　　　2008～2009年度全４回シリーズ】

ザ・シンフォニーホール 寺岡清高

ザ・シンフォニーホール 児玉宏

以下2009/3/18と同じ

2009/3/18
第133回定期演奏会
　本邦初演！【Dollar 交響曲】

2009/3/31 オーケストラの日コンサート
堺市立東文化会館
　北野田フェスティバル

牧村邦彦

以下、2009/1/24と同じ

2009/2/25 プレ【オーケストラの日】コンサート 堺市立西文化会館ウェスティホール 牧村邦彦

2009/1/24 第55回 名曲コンサート ザ・シンフォニーホール 齊藤一郎
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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

Pf：伊藤恵 ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

ヒンデミット 交響曲 「画家マチス」

メシアン 神の現存の3つの小典礼

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

リュリ サラバンド

J.シュトラウス ポルカ「狩り」 作品373

グノー 歌劇「ファウスト」から 「フリネの踊り」

スメタナ 交響詩「モルダウ」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

和田薫 みんなでドレミ！

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」 第4楽章

2008/6/11 こどもコンサート

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

リュリ サラバンド

J.シュトラウス ポルカ「狩り」 作品373

グノー 歌劇「ファウスト」から 「フリネの踊り」

スメタナ 交響詩「モルダウ」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

和田薫 子どもとオーケストラのためのスケール

杉本竜一 Believe

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」 第4楽章

2008/6/12 こどもコンサート

レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「イタリアーナ」 

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第1番 ハ長調、第8番 ト短調

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

2008/6/18 タッチ・ジ・オーケストラ

2008/6/20 タッチ・ジ・オーケストラ

2008/6/20 タッチ・ジ・オーケストラ

ペンデレツキ 弦楽のための小交響曲（1992）

ペンデレツキ ホルン協奏曲 「冬の旅」

メンデルスゾーン 交響曲 第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「イタリアーナ」 、「シチリアーナ」 

アルフォード 行進曲「ボギー大佐」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第1番 ハ長調

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1集 作品46から 第8番 ト短調

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

2008/7/2 タッチ・ジ・オーケストラ センチュリーオーケストラハウス 関谷弘志

2008/6/18 タッチ・ジ・オーケストラ センチュリーオーケストラハウス 関谷弘志

2008/6/30 第132回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ペンデレツキ

ザ・シンフォニーホール 小泉和裕

2008/6/12 こどもコンサート 箕面市民会館 横島勝人

2008/6/11 こどもコンサート 東大阪アリーナ 横島勝人

大阪センチュリー交響楽団

以下、2008/6/11と同じ

以下、2008/6/12と同じ

以下、2008/6/18と同じ

2008/5/20 第131回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 沼尻竜典

2008/4/14 第130回定期演奏会

以下、2008/6/18と同じ

以下、2008/6/18と同じ
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2008/7/2 タッチ・ジ・オーケストラ

2008/7/3 タッチ・ジ・オーケストラ

2008/7/3 タッチ・ジ・オーケストラ

Vn：矢野玲子 ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77

チャイコフスキー 交響曲 第3番 ニ長調 作品29 「ポーランド」

ニューマン／南安雄 20世紀フォックス・ファンファーレ

ヤング／南安雄 映画「80日間世界一周」から 「アラウンド・ザ・ワールド」

チャップリン／南安雄 映画「ライムライト」から 「テリーのテーマ」

フェイン／南安雄 映画「慕情」から 「恋は素晴らしきもの」

ロータ／南安雄 映画「太陽がいっぱい」から 「太陽がいっぱい」

レイ／南安雄 映画「ある愛の詩」から 「ある愛の詩」

ロータ／南安雄 映画「ゴッドファーザー」から 「愛のテーマ」

モリコーネ／南安雄 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」から 「テーマ」、「トトとアルフレード」

モロス／南安雄 映画「大いなる西部」から

ヤング／南安雄 映画「シェーン」から 「遥かなる山の呼び声」

バーンスタイン／南安雄 大脱走のマーチ

ジャール／南安雄 映画「アラビアのロレンス」から 「アラビアのロレンス」

R.ロジャーズ／南安雄 「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「エーデルワイス」

ボック／南安雄 「屋根の上のヴァイオリン弾き」から 「サンライズ・サンセット」

リー／南安雄 「ラ・マンチャの男」から 「見果てぬ夢」

ローゼンマン／南安雄 映画「エデンの東」から 「エデンの東」

マンシーニ／南安雄 映画「ひまわり」から 「ひまわり」

R.ロジャーズ／南安雄 映画「南太平洋」から 「魅惑の宵」

マンシーニ／南安雄 映画「ティファニーで朝食を」から 「ムーン・リバー」

スタイナー南安雄 映画「風と共に去りぬ」から 「タラのテーマ」

ドニーダ／南安雄 映画「恋愛専科」から 「Al-di-la」

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

Jos.シュトラウス ワルツ「天体の音楽」 作品235

ハチャトゥリヤン バレエ組曲「ガイーヌ」から 「こもり唄」、「剣の舞」、「レスギンカ舞曲」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第1番 ハ長調、第10番 ホ短調

ハチャトゥリヤン バレエ組曲「ガイーヌ」から 「こもり唄」、「剣の舞」、「レスギンカ舞曲」

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」から

ペルト 三聖唱

シベリウス 組曲「カレリア」 作品11

デュリュフレ レクイエム（独唱、合唱、管弦楽とオルガンのための） 作品9

2008/9/29 タッチ・ジ・オーケストラ

2008/9/30 タッチ・ジ・オーケストラ

2008/10/23 こどもコンサート 泉大津市立楠小学校体育館

2008/10/24 こどもコンサート 豊能町ユーベルホール 以下、2008/6/11と同じ

2008/9/26 第134回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール トヌ・カリユステ

2008/8/31 星空ファミリーコンサート　第二夜 服部緑地野外音楽堂 小田野宏之

2008/8/7
センチュリー・スクリーンミュージック・
　セレクション

梅田芸術劇場メインホール 和田薫

2008/8/30 星空ファミリーコンサート　第一夜 服部緑地野外音楽堂 小田野宏之

2008/7/31 第133回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉和裕

以下、2008/7/2と同じ

以下、2008/7/2と同じ

以下、2008/7/2と同じ

以下、2008/7/2と同じ

以下、2008/7/2と同じ

以下、2008/6/11と同じ

MS：加納悦子　Br：黒田博
合唱：大阪センチュリー合唱団
児童合唱：ころぽっくる合唱団
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Vn：竹澤恭子 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

ハチャトゥリヤン バレエ組曲「ガイーヌ」から 「剣の舞」、「バラの少女たちの踊り」、「レスギンカ舞曲」

2008/11/2 ワンコイン・オーケストラコンサート 豊中市立市民会館

2008/11/3 ワンコイン・オーケストラコンサート 松原市文化会館

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲

ビゼー 「アルルの女」 第1、2組曲

ヴォーン・ウィリアムズ グリーンスリーヴズによる幻想曲

ブラームス ハンガリー舞曲 第5、6番

スメタナ 交響詩「モルダウ」

ラヴェル 高雅で感傷的なワルツ

Vc：タチアナ・ヴァシリエヴァ デュティーユ チェロ協奏曲「はるかなる遠い国へ」

ドビュッシー カンタータ「放蕩息子」

Pf：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 作品73 「皇帝」

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

ヒンデミット ウェーバーの主題による交響的変容

モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488 第1楽章

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

2008/12/21 ハウス・コンサート

ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲

グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲から 「朝」、「山の王の宮殿で」

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番から 「ファランドール」

Vc：堤剛 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2009/1/28 こどもコンサート 四条畷市市民総合センター

ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」前奏曲

Pf：小山実稚恵 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131 「青春」

レスピーギ 「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲から 「イタリアーナ」 、「シチリアーナ」 

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第1番 ハ長調

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1集 作品46から 第8番 ト短調

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

2009/2/12 タッチ・ジ・オーケストラ

2009/2/13 タッチ・ジ・オーケストラ

2009/3/5 こどもコンサート 岸和田マドカホール

2009/3/5 こどもコンサート

モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」

ヒンデミット フィルハーモニック協奏曲

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2009/3/19 第139回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉和裕

2009/2/6 第138回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール アラン・ブリバエフ

2009/2/12 タッチ・ジ・オーケストラ センチュリーオーケストラハウス 関谷弘志

2009/1/22 特別支援学校コンサート ビッグアイ 小田野宏之

2009/1/25 京都特別演奏会 京都コンサートホール・大ホール 小泉和裕

2008/12/18 第137回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉和裕

2008/12/21 ハウス・コンサート センチュリーオーケストラハウス 沼尻竜典

2008/11/27 第136回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 沼尻竜典

2008/11/11 OMCカードクラシックスペシャル ザ・シンフォニーホール 本名徹次

2008/10/29 第135回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉和裕

2008/11/1 ワンコイン・オーケストラコンサート 貝塚市民文化会館「コスモシアター」 小泉和裕

以下、2008/11/1と同じ

以下、2008/11/1と同じ

以下、2008/12/21と同じ

以下、2008/6/11と同じ

以下、2009/2/12と同じ

以下、2009/2/12と同じ

以下、2008/6/11と同じ

以下、2009/3/5と同じ
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シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
2009/3/31 オーケストラの日 箕面市立市民会館 沼尻竜典
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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

大栗裕 弦楽のための2章

Ob：浅川和宏 大栗裕 オーボエとオーケストラのためのバラード

おやじ：林誠
おかか：中井理映子
お代官：阪上和夫
奥方：河邉敦子　庄や：佐藤彰宏
子分：清原邦仁
孫太郎：富永奏司

大栗裕 歌劇「赤い陣羽織」 全3幕（演奏会形式）

アルベニス カタロ二ア奇想曲

Vn：長原幸太 ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21

ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2008/4/22 第417回定期演奏会

Va：アントワン・タメスティ メンデルスゾーン 交響曲 第1番 ハ短調 作品11

バルトーク ヴィオラ協奏曲

レスピーギ バレエ組曲「シバの女王ベルキス」

2008/5/23 第418回定期演奏会

宮川彬良 シンフォニック・パラダイス

モーツァルト／宮川彬良 アイネ・クライネ・“タンゴ”ムジーク

ベートーヴェン、プラド／宮川彬良 シンフォニック！マンボNo.5

ブラームス／宮川彬良 さよならをもう一度

シューベルト 魔王 D.328

バッハ／宮川彬良 ラバーズ・コンチェルト

ベートーヴェン／宮川彬良 ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13 「悲愴」 第2楽章

バーンスタイン 映画「荒野の七人」から

バーンスタイン 大脱走のマーチ

つのだ☆ひろ メリージェーン

宮川泰 若いってすばらしい

リー＋バーク 映画「わんわん物語」から 「ララルー」

リチャード・M.シャーマン＋ロバート・
B.シャーマン

シンフォニック！「メリー・ポピンズ」

ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲

ブリテン ヴァイオリン協奏曲

エルガー 変奏曲「なぞ」 作品36

2008/6/13 第419回定期演奏会

ペンデレツキ 広島の犠牲者への哀歌

バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 第2曲「エア」

Vn：長原幸太 ハルトマン 葬送協奏曲 「反ファシズム」

シェーンベルク 清められた夜 作品4

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

Pf：荒憲一 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

チャイコフスキー 組曲 第2番

2008/4/15 大栗裕の世界 いずみホール 円光寺雅彦

2008/4/21 第417回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 大植英次

京都コンサートホール・大ホール 宮川彬良

2008/5/22 第418回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ドリアン･ウィルソン

2008/6/26 いずみホール特別演奏会 I いずみホール 下野竜也

2008/7/2 アルティメットシリーズ I ザ・シンフォニーホール 秋山和慶

大阪フィルハーモニー交響楽団

以下、2008/4/21と同じ

以下、2008/5/22と同じ

以下、2008/6/12と同じ

2008/6/12 第419回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 大植英次

2008/6/1 大阪フィルポップスコンサート in 京都
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Pf：伊藤恵 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9番 ニ短調

林哲司 悲しい色やね～大阪ベイブルース～

ベートーヴェン エリーゼのために

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27から

モリコーネ 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ

つのだ☆ひろ メリージェーン

いずみたく 見上げてごらん夜の星を

呉祖強 琵琶協奏曲 「草原の小姉妹」から

フォーレ レクイエム 作品48から I、IV、V

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」 第4楽章

ハイドン 交響曲 第39番 ハ長調

Tp：フランシスコ・フローレス ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調

Pf：浦壁信二 ジョリヴェ トランペット、ピアノと弦楽のための協奏曲

Sp：天羽明恵 マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2008/7/25 第420回定期演奏会

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

ビゼー 「アルルの女」 組曲第1、2番

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1、2番

ラヴェル ボレロ

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

J.シュトラウス　I ラデツキー行進曲 作品228

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章から

ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「となりのトトロ」

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

2008/8/2 親子のためのオーケストラ体験教室

2008/8/3 親子のためのオーケストラ体験教室

2008/8/3 親子のためのオーケストラ体験教室

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

ドヴォルザーク 序曲「自然の王国で」 作品91

モーツァルト 交響曲 第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」

ヤナーチェク グラゴル・ミサ

2008/9/19 第421回定期演奏会

リャードフ 交響詩「バーバ・ヤーガ」 作品56

Pf：ダン・タイ・ソン ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65

2008/10/17 第422回定期演奏会

2008/7/9 朝比奈隆生誕100周年記念演奏会 ザ・シンフォニーホール 大植英次

2008/7/14 中国・四川大震災チャリティコンサート ザ・シンフォニーホール 宮川彬良、下野竜也

2008/7/24 第420回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール
アレクサンダー・
　リープライヒ

2008/8/1 アルティメットシリーズ II ザ・シンフォニーホール 円光寺雅彦

2008/8/2 親子のためのオーケストラ体験教室 大阪フィルハーモニー会館 円光寺雅彦

2008/8/24 三大交響曲の夕べ フェスティバルホール 小林研一郎

2008/9/18 第421回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ラドミル・エリシュカ

2008/10/16 第422回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ドミトリー・リス

以下、2008/7/24と同じ

以下、2008/8/2と同じ

以下、2008/8/2と同じ

以下、2008/8/2と同じ

以下、2008/9/18と同じ

以下、2008/10/16と同じ
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ショスタコーヴィチ 祝典序曲 イ長調 作品96

アーノルド ピータールー序曲

Euph：外囿祥一郎 エレビー ユーフォニアム協奏曲

リード／中原達彦 アルメニアン･ダンス　パートI

バッハ／レーガー コラール前奏曲「おお人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」 BWV622

レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」

武満徹 弦楽のためのレクイエム

MS：ナタリー・シュトゥッツマン マーラー 亡き子を偲ぶ歌

R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 作品40

Vn：神尾真由子 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2008/11/19 第423回定期演奏会

バッハ 音楽の捧げ物 BWV1079

バッハ フーガの技法 BWV1080

Pf：二塚裕美 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19

Vn：坂茉莉江 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

Pf：丸山耕路 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」から 「四季」 作品8

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

ドヴォルザーク チェコ組曲 ニ長調 作品39

2008/12/29 第九シンフォニーの夕べ フェスティバルホール 大植英次

Sp：スザンネ・ベルンハート
At：スザンネ・シェファー
Tn：トマス・クーリー
Br：アンテ・イェルクニカ
合唱：大阪フィルハーモニー
　　　　合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/30 第九シンフォニーの夕べ

R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30から 冒頭

J.シュトラウス ワルツ「春の声」 作品410

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527から 「恋人をなぐさめて」

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から 「侯爵様、あなたの様なお方は」

ドニゼッティ 歌劇「愛の妙薬」から 「人知れぬ涙」

チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45

オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「人形の歌」

レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「きみはわが心のすべて」

ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

シベリウス 「クオレマ」作品44から 「鶴のいる情景」

ラウタヴァーラ 交響曲 第8番 「旅」

シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

2009/1/23 第424回定期演奏会

Pf：ジャン=フレデリック・
　　　ヌーブルジェ

モーツァルト ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 K.271 「ジュノム」

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2009/2/19 第425回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール

2009/2/20 第425回定期演奏会

2008/10/23 スペシャルライブ ザ・シンフォニーホール 下野竜也

2008/11/13 京都特別演奏会 京都コンサートホール・大ホール 大植英次

2008/11/18 第423回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 大植英次

2008/11/27 いずみホール特別演奏会 II いずみホール
ヘルムート･
　ヴィンシャーマン

Sp：幸田浩子
Tn：錦織健

2008/12/3 次代のホープたち いずみホール 現田茂夫

2009/1/12 新春名曲コンサート ザ・シンフォニーホール 山下一史

2008/12/12

2009/1/22 第424回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ピエタリ・インキネン

アルティメットシリーズ III ザ・シンフォニーホール 山下一史

2009/2/17 第46回東京定期演奏会

以下、2009/1/22と同じ

以下、2008/11/18と同じ

以下、2008/12/29と同じ

Vn：長原幸太

以下、2009/2/17と同じ

以下、2009/2/19と同じ

サントリーホール 大植英次
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ドビュッシー 交響詩「海」

デュサパン エクステンソ

ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

2009/3/13 第426回定期演奏会

2009/3/12 第426回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール パスカル・ロフェ

以下、2009/3/12と同じ
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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

モーツァルト フルート四重奏曲 ニ長調 K.285

プーランク ホルン、トランペットとトロンボーンのためのソナタ

ハイドン 交響曲 第92番 ト長調 「オックスフォード」 Hob.I-92

川上 肇 fanfare for 11

小長谷宗一 ウィンドアンサンブルのための音楽 「子供の街」

プーランク ホルン、トランペットとトロンボーンのためのソナタ

クーツィール ソロテューバとホルン四重奏のためのファルスタッフィアーデ

プロコフィエフ／川上肇 バレエ「ロメオとジュリエット」 作品64

Pf：関本昌平 モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

ショスタコーヴィチ 交響曲 第7番 ハ長調 作品60 「レニングラード」

ハイドン 弦楽四重奏曲 第77番 ハ長調 作品77 「皇帝」 Hob.III-77

ハイドン 交響曲 第82番 ハ長調 「熊」 Hob.I-82

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 作品62

Vn：ウト・ウギ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

プッチーニ 交響的前奏曲

Pf：田村響 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

山田耕筰 序曲 ニ長調

Vn：大岡仁 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3番 変ホ長調 作品97 「ライン」

武満徹 弦楽のためのレクイエム

Sp：佐藤美枝子 R.シュトラウス 4つの最後の歌

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 「ワーグナー」（ノヴァーク版）

アンダソン 舞踏会の美女

モーツァルト 歌劇「アルバのアスカーニョ」 K.111 から 「私はいとしい人の前にいて」

賛美歌 アメイジング・グレイス

團伊玖磨 花の街

久石譲 映画「もののけ姫」から 「もののけ姫」

喜納昌吉 花（すべての人の心に花を）

美輪明宏 ヨイトマケの唄

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲

Pf：舘野泉 吉松隆 左手のためのピアノ協奏曲 「ケフェウス・ノート」（改訂版）

シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 作品82

ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50

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6番 ヘ長調 作品68 「田園」

2008/9/30 Meet the classic in KOBE Vol.10 神戸新聞松方ホール
オーギュスタン・
　デュメイ

Vn：オーギュスタン・デュメイ

ｶｳﾝﾀｰﾃﾅｰ：米良美一

2008/9/4 第205回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫

2008/8/23 Meet the Classic Vol.17 いずみホール 藤岡幸夫

2008/6/24 第203回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 阪哲朗

2008/7/18 第204回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎

2008/5/29 第202回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 服部譲二

2008/6/4 いずみホールシリーズ　Vol.12 いずみホール 広上淳一

2008/4/29 第201回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫

2008/5/6 コミュニティーコンサート　Vol.38 オークホール 飯守泰次郎

関西フィルハーモニー管弦楽団

2008/4/22 関西フィル・ブラス・セクション　Vol.2 ザ・フェニックスホール 藤岡幸夫

2008/4/5 コミュニティーコンサート　Vol.37 オークホール 藤岡幸夫
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ドヴォルザーク バガテル 作品47

ドビュッシー ベルガマスク組曲 第3曲「月の光」

ドビュッシー 小組曲 第1曲 「小舟で」

ドビュッシー 美しい夕べ

ドビュッシー 亜麻色の髪の乙女

ヴォルフ イタリアン・セレナーデ ト長調

プッチーニ 菊（弦楽四重奏版）

ブラームス ハンガリー舞曲 第2、5番

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

シャブリエ 歌劇「いやいやながらの王様」から 「ポーランドの祭り」

ラヴェル チガーヌ

ショーソン 詩曲 作品25

大澤壽人 交響曲 第2番

Cemb：濱田あや バッハ チェンバロ協奏曲 第4番 イ長調 BWV1055

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

Vn：岩谷祐之　Vc：向井航 ブラームス 二重協奏曲 イ短調 作品102

ラヴェル 組曲「クープランの墓」

Ob：ハンスイェルク・
　　　シェレンベルガー

ミヨー スタンフォード・セレナード 作品430～オーボエと11の独奏楽器のための～

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 作品84

Sp：並河寿美　At：児玉祐子
Tn：福井敬　Br：三原剛
合唱：田辺第九合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

アンダソン 舞踏会の美女

エンキ／山下憲治 龍

呉祖強 琵琶協奏曲 「草原の小姉妹」

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

J.+Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ

Jos.シュトラウス ポルカ「憂いもなく」 作品271

Jos.シュトラウス ワルツ「天体の音楽」 作品235

J.シュトラウス ポルカ「観光列車」 作品281

J.シュトラウス 皇帝円舞曲 作品437

吉松隆 鳥は静かに…作品72

Pf：児玉桃 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

Vn：ギオルギ・バブアゼ ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品4-4

モーツァルト ディヴェルティメント ヘ長調 K.138

ハイドン 交響曲 第102番 変ロ長調 Hob.I-102

Vn：梁美沙 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

Vn：松田理奈 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2009/2/27 いずみホールシリーズ　Vol.14 いずみホール 飯守泰次郎

2009/3/15 中之島中央公会堂　特別演奏会 中之島中央公会堂 藤岡幸夫

中国琵琶：エンキ

2009/2/5 第208回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫

2009/1/7 Meet the Classic Vol.18 いずみホール 藤岡幸夫

2009/2/19 コミュニティーコンサート　Vol.40 オークホール 藤岡幸夫

2008/12/14 「第九」特別演奏会 ザ・シンフォニーホール 大友直人

2008/10/29 いずみホールシリーズ　Vol.13 いずみホール 藤岡幸夫

2008/11/20 第207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

Vn：オーギュスタン・デュメイ

2008/10/8 第206回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎 Vn：オーギュスタン・デュメイ

2008/10/1 コミュニティーコンサート　Vol.39 オークホール
オーギュスタン・
　デュメイ
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2009/3/21 いずみホール　特別演奏会 いずみホール 藤岡幸夫
Sp：佐藤康子　At：児玉祐子
Tn：笛田博昭　Br：米田哲二

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」から 第1、2幕（ハイライト）

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲」と「愛の死」

ワーグナー 楽劇「ワルキューレ」 第1幕（演奏会形式）
2009/3/27 第209回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎

Sp：畑田弘美　Tn：竹田昌弘
Br：木川田澄
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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

Br：キュウ・ウォン・ハン
Sp：西尾知里

フォーレ レクイエム

フランセ 木管楽器のための四重協奏曲

ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番

2008/4/12 第16回定期演奏会

2008/4/13 第16回定期演奏会

ミクロス・ローザ 映画「ベン・ハー」序曲

エンニオ・モリコーネ 映画「アンタッチャブル」メイン・テーマ

ヘンリー・マンシーニ 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」

ヘンリー・マンシーニ 映画「ピンク・パンサー」テーマ

ヘンリー・マンシーニ 映画「酒とバラの日々」

Pf：松永貴志 ガーシュウィン ラプソディー・イン・ブルー

モンティ・ノーマン 映画「００７」テーマ

ジョン・バリー 映画「００７二度死ぬ」

バーンスタイン 「ウエスト・サイド物語」ストーリー・セレクション

アレクサンダー・カレッジ 映画「スター・トレック」テーマ

クラウス・バデルト 映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」

ジェームス・ホーナー 映画「タイタニック」

ジョン・ウィリアムス 映画「レイダース」から 「マーチ」

2008/4/27 ＰＡＣ　ＰＯＰＳ！

交響曲 第1番 ハ長調 作品21

交響曲 第2番 ニ長調 作品36

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2008/5/10 井上道義のベートーヴェン　第1回

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

2008/5/17 井上道義のベートーヴェン　第2回

Vn：藍川理映子、
Vc：ソーレン・ビーチ

三重協奏曲 ハ長調 作品56

交響曲 第7番 イ長調 作品92

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

2008/5/24 井上道義のベートーヴェン　第3回

2008/5/30 井上道義のベートーヴェン　第4回
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

井上道義
Sp：澤畑恵美　At：福原寿美江
Tn：市原多朗　Br：井原秀人
Chor：神戸市混声合唱団

ベートーヴェン ミサ・ソレムニス ニ長調 作品123

2008/5/31 井上道義のベートーヴェン　第4回

Vn：フィリップ・アイシュ バーンスタイン セレナード

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2008/6/7 第17回定期演奏会

2008/6/8 第17回定期演奏会

2008/4/11 第16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

2008/4/26 ＰＡＣ　ＰＯＰＳ！

2008/5/9 井上道義のベートーヴェン　第1回
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

井上道義

ベートーヴェン

以下、2008/5/9と同じ

ベートーヴェン
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

井上道義

2008/5/16 井上道義のベートーヴェン　第2回
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

井上道義

以下、2008/4/11と同じ

以下、2008/4/11と同じ

ベートーヴェン

以下、2008/4/26と同じ

兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

ピーター･ルバート

以下、2008/5/16と同じ

以下、2008/5/23と同じ

兵庫芸術文化センター管弦楽団

以下、2008/5/30と同じ

以下、2008/6/6と同じ

以下、2008/6/6と同じ

2008/6/6 第17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

2008/5/23 井上道義のベートーヴェン　第3回

22.兵庫芸術文化センター管弦楽団99ページ



Pf：市野あゆみ モーツァルト ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K. 453

Vn：安永徹　 マルティノフ カム・イン

モーツァルト 交響曲 第40.番 ト短調 K. 550

Vn：ネマニャ・ラドゥロヴィッチ ハチャトゥリヤン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調

Sp：天羽明惠　語り：原田美枝子
Chor：合唱団京都エコー
　　　　西宮市少年合唱団

バーンスタイン 交響曲 第3番「カディッシュ」

2008/9/13 第18回定期演奏会

2008/9/13 第18回定期演奏会

歌劇「後宮からの誘拐」序曲

Pf：仲道郁代 ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K. 467

序曲「コリオラン」 作品62

Pf：仲道郁代 ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 「皇帝」 作品73

ベルリオーズ 劇的物語「ファウストの劫罰」から 「ハンガリー行進曲」

リスト／バーマイスター編 ハンガリー狂詩曲 第5番

シューベルト／リスト編 「さすらい人」幻想曲

Sp：幸田浩子 マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2008/10/18 第19回定期演奏会

2008/10/19 第19回定期演奏会

「キャンディード」序曲

Pf：ブルーノ･フォンテーヌ 交響曲 第2番「不安の時代」

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2008/11/22 第20回定期演奏会

2008/11/23 第20回定期演奏会

賛美歌／後藤雅子編 神の御子は

モーツァルト アヴェ・ヴェルム・コルプス K. 618

フランク 天使のパン

チャイコフスキー バレエ「くるみ割り人形」から 「トレパーク」

ヘンデル 歌劇「クセルクセス」から ラルゴ「なつかしい木陰」

モーツァルト 歌劇「魔笛」から 「わたしは鳥刺し」

フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」から 「こうして踊るのよ」

ホルスト 組曲「惑星」から 「木星」

アンダソン クリスマス・フェスティバル

メル・トーメ／挾間美帆編 ザ・クリスマス・ソング

アダン／後藤雅子編 オー・ホーリー・ナイト

ヘンデル オラトリオ「メサイア」から 「シオンの娘たちよ、大いに喜べ」 「ハレルヤ」

マスネ タイスの瞑想曲

杉浦邦弘編曲 クリスマス・ソング・メドレー

Pf：山下洋輔 山下洋輔 ピアノ協奏曲 第3番「エクスプローラー」

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47

2009/1/10 第21回定期演奏会

2009/1/11 第21回定期演奏会

以下、2008/11/21と同じ

以下、2008/11/21と同じ

モーツァルト

ベートーヴェン

Pf：シプリアン・カツァリス　

2008/8/10 第11回名曲コンサート
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

2008/9/12 第18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

2008/9/20 第12回名曲コンサート
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

ケン･シェ

2008/10/17 第19回定期演奏会
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

ケン・シェ

バーンスタイン

2008/12/13 ＰＡＣクリスマス･コンサート
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

岩村力
Sp：三村浩美、At：西村薫、
Tn：根木滋、Br：晴雅彦
Chor：ころぽっくる合唱団

2008/11/21 第20.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

2009/1/9 第21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

以下、2008/9/12と同じ

以下、2008/9/12と同じ

以下、2008/10/17と同じ

以下、2008/10/17と同じ

以下、2009/1/9と同じ

以下、2009/1/9と同じ
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ボロディン ノクターン

Pf：外山啓介 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

リムスキー＝コルサコフ スペイン奇想曲 作品34

プロコフィエフ 「ロメオとジュリエット」組曲 第2番

藤倉大 クラッシング・ツイスター

Vn：木嶋真優 ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77

ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」（原典版）

2009/2/21 第22回定期演奏会

2009/2/22 第22回定期演奏会

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲

Vn：神尾真由子、
Vc：山上ジョアン薫

ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

2009/3/14 第23回定期演奏会

2009/3/15 第23回定期演奏会

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アラ・ホーンパイプ」

ドヴォルザーク スラブ舞曲 第1番

ブラームス ハンガリー舞曲 第1番

メンデルスゾーン 交響曲 第4番「イタリア」から 「第1楽章」

Sax：須川展也 ピアソラ 「鮫（エスクヮロ）」「オブリビオン」「リベルタンゴ」

ラヴェル ボレロ

以下、2009/3/13と同じ

以下、2009/3/13と同じ

2009/2/11 第13回名曲コンサート
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

岩村力

2009/3/13 第23回定期演奏会
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

アレクサンドル・ドミトリエフ

以下、2009/2/20と同じ

以下、2009/2/20と同じ

2009/2/20 第22回定期演奏会
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

ジャン･ドロワイエ

2009/3/20 ＰＡＣ春休みファミリー･コンサート
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

岩村力
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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

ディーリアス 小管弦楽のための2つの小品「春を告げるカッコウ」、「川の夏の夜」

Tb：ディートマル・キューブルベック ダヴィッド トロンボーン小協奏曲 作品4

チャイコフスキー 交響曲 第1番 ト短調 作品13 「冬の日の幻想」

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

Pf：外山啓介 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

Pf：若林顕 シューマン ピアノ協奏曲 ニ短調 作品54

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンチック」（ノヴァーク版）

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

チャイコフスキー 組曲「白鳥の湖」から「白鳥の踊り」

J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

エルガー 愛のあいさつ

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 第4楽章

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」

モーツァルト 交響曲 第12番 ト長調 K.110

モーツァルト 交響曲 第22番 ハ長調 K.162

Vn：山田晃子 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」

ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」

グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 作品40

Fl：マチュー・デュフォー ニルセン フルート協奏曲

ニルセン 交響曲 第4番 作品29 「不滅」

モーツァルト 交響曲 第13番 ヘ長調 K.112

モーツァルト 交響曲 第23番 ニ長調 K.181

Pf：菊池洋子 モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466

ハイドン 交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」

ラロ 歌劇「イスの王様」序曲

Vn：正戸里佳 サン・サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

Cl：赤坂達三 モーツァルト クラリネット協奏曲 イ長調 K.622

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ハイドン 交響曲 第45番 嬰ヘ短調 「告別」 Hob.I-45

Sp：釜洞祐子　At：林美智子
Tn：錦織健　Br：三原剛
合唱：「平和の夕べ」コンサート
　　　　特別合唱団

モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626（ジュスマイヤー版）

広島厚生年金会館 小泉和裕

2008/8/5 2008「平和の夕べ」コンサート 広島国際会議場フェニックスホール 秋山和慶

2008/7/18 広島交響楽団　第281回定期演奏会 広島厚生年金会館 秋山和慶

2008/7/21 広島交響楽団　第18回呉定期演奏会 呉市文化ホール 小松長生

広島厚生年金会館 ヘンリク・シェーファー

2008/7/11
秋山和慶の
　ディスカバリー・モーツァルト＆ハイドンX

アステールプラザ大ホール 秋山和慶

三原市芸術文化センター ポポロ 関谷弘志

2008/6/20 広島交響楽団　第280回定期演奏会

2008/6/13
秋山和慶の
　ディスカバリー・モーツァルト＆ハイドンIX

アステールプラザ大ホール 秋山和慶

2008/6/5 三原市立小学校 音楽教室（２回）

2008/4/18 広島交響楽団　第278回定期演奏会

2008/5/15 広島交響楽団　第279回定期演奏会

広島厚生年金会館 秋山和慶

2008/4/27 広島交響楽団　第11回廿日市定期演奏会 はつかいち文化ホールさくらぴあ 円光寺雅彦

広島交響楽団
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オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第3楽章

ブラームス ハンガリー舞曲 第1番

杉本竜一／久留智之 ビリーブ

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」から 「行進曲」

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第3楽章

ブラームス ハンガリー舞曲 第1番

杉本竜一／久留智之 ビリーブ

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」から 「行進曲」

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

バッハ Ｇ線上のアリア

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」

J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲

ドヴォルザーク ユモレスク

ビゼー 「アルルの女」組曲 第１番 から「アダジェット」

ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番 から「ファランドール」

モーツァルト 交響曲 第14番 イ長調 K.114

モーツァルト 交響曲 第24番 変ロ長調 K.182

Pf：伊藤恵 モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」

ショスタコーヴィチ 祝典序曲 イ長調 作品96

C.P.E.バッハ フルート協奏曲 ニ短調 Wq.22

A.Sax：平野公崇 グラズノフ アルトサクソフォーン協奏曲 ホ長調 作品109

プロコフィエフ バレエ組曲「シンデレラ」 第1番

シベリウス 交響詩「4つの伝説」作品22から 「トゥオネラの白鳥」

ステーンハマル 交響曲 第2番 ト短調 作品34

シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲

プライアー 口笛吹きと犬

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「トレパーク」

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

ロジャース 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」

2008/8/19 呉市立小学校合同 音楽教室 呉市文化ホール 山田和樹

2008/10/17 広島交響楽団　第283回定期演奏会

2008/9/12
秋山和慶の
　ディスカバリー・モーツァルト＆ハイドンXＩ

広島厚生年金会館 秋山和慶

2008/10/20 広島市立中山小学校 音楽教室（２回） 中山小学校体育館 直井大輔

アステールプラザ大ホール 秋山和慶

2008/9/19 広島交響楽団　第282回定期演奏会 広島厚生年金会館 デリック・イノウエ

呉市文化ホール 山田和樹

2008/9/4 広島県立黒瀬高校公演 黒瀬町文化センターせせらぎホール 関谷弘志

2008/8/20 呉市立小学校合同 音楽教室（２回）
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ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「トレパーク」

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲

プライアー 口笛吹きと犬

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「トレパーク」

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲

プライアー 口笛吹きと犬

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「トレパーク」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 ハ長調 作品46-1

ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」

プライアー 口笛吹きと犬

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「トレパーク」

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

プライアー 口笛吹きと犬

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「トレパーク」

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

ヴィヴァルディ ギター協奏曲 ニ長調 RV.93

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原で」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ドヴォルザーク ユモレスク

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

2008/11/11 広島市立温品小学校 音楽教室 温品小学校体育館 直井大輔

己斐中学校体育館 直井大輔

2008/10/22 広島市立宇品東小学校 音楽教室（２回） 宇品東小学校体育館 直井大輔

2008/10/21 広島市立己斐中学校 音楽教室

2008/10/23 坂町小・中学校合同 音楽教室（２回） 坂町民センター 直井大輔

2008/10/25 広島市立口田東小学校 音楽教室 口田東小学校体育館 直井大輔

2008/11/15 広島県立三次高等学校 音楽教室 三次市文化会館 吉田行地
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J.シュトラウス トリッチ･トラッチ･ポルカ 作品214

ベートーヴェン 「アテネの廃墟」から 「トルコ行進曲」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

アンダソン シンコペーテッド・クロック

ドヴォルザーク ユモレスク

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原で」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ドヴォルザーク ユモレスク

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

ベートーヴェン 「アテネの廃墟」から 「トルコ行進曲」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

アンダソン シンコペーテッド・クロック

ドヴォルザーク ユモレスク

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

ベートーヴェン 「アテネの廃墟」から 「トルコ行進曲」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

アンダソン シンコペーテッド・クロック

ドヴォルザーク ユモレスク

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

原田真二／藤野浩一 キャンディ

原田真二／藤野浩一 Every Night

原田真二／藤野浩一 僕らのハーモニー

原田真二／藤野浩一 Imagine～ひろしまから始めよう

原田真二／藤野浩一 YAMATO～The Global Harmony

宮崎道 THE CARP SYMPHONY～カープ交響曲

2008/11/24
THE CARP SYMPHONY～カープ交響曲
　広島交響楽団＆広島東洋カ-プ
　　コラボレーション・コンサート

カリンニコフ 交響曲 第1番 ト短調

Vn：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 作品35

Vo＋Pf：原田真二

2008/11/28 広島交響楽団　第284回定期演奏会 広島厚生年金会館 ケン・シェ

2008/11/24
THE CARP SYMPHONY～カープ交響曲
　広島交響楽団＆広島東洋カ-プ
　　コラボレーション・コンサート

2008/11/16 福山市立樹徳小学校 音楽教室 城北中学校体育館 吉田行地

2008/11/17 広島県立三原高等学校 音楽教室 三原市芸術文化センター ポポロ 吉田行地

2008/11/18 三次市立小・中学校合同 音楽教室（２回） 三次市文化会館 吉田行地

2008/11/19 広島市立原小学校 音楽教室（２回） 広島市立原小学校 吉田行地

広島厚生年金会館ホール 藤野浩一、渡邊一正

以下、2008/11/24と同じ
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オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」、「山の王の宮殿で」

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

ドビュッシー 交響詩「海」から 「波の戯れ」

グロフェ 組曲「大峡谷」から 「日の出」

杉本竜一／久留智之 ビリーブ

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 から 第4楽章

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲

グリーグ 「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」、「山の王の宮殿で」

ヴェルディ 歌劇「椿姫」 第1幕への前奏曲

フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ブラームス 大学祝典序曲 作品80

Pf：三浦友理枝 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

R.シュトラウス 交響詩「ドン・フアン」 作品20

Pf：イオナ・ミロニューク ヴィレツキ ピアノ協奏曲

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

モーツァルト 交響曲 第25番 ト短調 K.183

Pf：児玉桃 モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595

ハイドン 交響曲 第92番 ト長調 「オックスフォード」 Hob.I-92

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から

グリーグ
「ペール・ギュント」 組曲第1番から 「朝」、「オーセの死」、「アニトラの踊り」、
「山の王の宮殿で」

グリーグ
「ペール・ギュント」 組曲第2番から 「イングリッドの嘆き」、
「ペール・ギュントの帰郷」、「ソルヴェイグの歌」

ヴェルディ 歌劇「リゴレット」から 「女心の歌」

ヴェルディ 歌劇「トロヴァトーレ」から 「炎は燃えて」

ドニゼッティ 歌劇「連隊の娘」から 「友よ、きょうは楽しい日」

ドニゼッティ 歌劇「リータ」から 「私は楽しい」

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

ロンバーグ オペレッタ「学生王子」から 「セレナーデ」

モーツァルト／青島広志 きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

2009/2/21 2009マイタウンオーケストラ広響 東区民文化センター

2009/2/22 2009マイタウンオーケストラ広響 安佐南区民文化センター

Tn：小野勉2009/2/20 2009マイタウンオーケストラ広響 佐伯区民文化センター 青島広志

2009/2/13
秋山和慶の
　ディスカバリー・モーツァルト＆ハイドンXＩＩ

アステールプラザ大ホール 秋山和慶

2009/1/16 広島交響楽団　第285回定期演奏会 広島厚生年金会館 秋山和慶

2009/2/6 広島交響楽団　第286回定期演奏会 広島厚生年金会館 マーカス・ポシュナー

2009/1/6 比治山学園　音楽教室 広島厚生年金会館 中井章徳

安芸高田市民文化センター 松村秀明

以下、2009/2/21と同じ

以下、2009/2/21と同じ

2008/12/12 岩国市立中学校 音楽教室 シンフォニア岩国 吉田行地

2008/12/2 安芸高田市小学校合同 音楽教室（２回）
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グリーグ 二つの悲しい旋律 作品34

Vn：川久保賜紀 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

ドビュッシー 小組曲 第1曲 「小舟で」

ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

Sp：半田美和子　Br：福島明也
合唱：フォーレの
　　　　レクイエムを歌う会

フォーレ レクイエム 作品48

2009/3/20 2009マイタウンオーケストラ広響 西区民文化センター

2009/3/21 2009マイタウンオーケストラ広響 安芸区民文化センター

2009/3/22 2009マイタウンオーケストラ広響（１回目） アステールプラザ大ホール

2009/3/22 2009マイタウンオーケストラ広響（２回目） アステールプラザ大ホール

モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

MS：加納悦子　Tn：青栁素晴 マーラー 交響曲「大地の歌」

2009/3/28 2009マイタウンオーケストラ広響 南区民文化センター

2009/3/29 2009マイタウンオーケストラ広響 安佐北区民文化センター

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

イェッセル おもちゃの兵隊の行進

チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」から 「行進曲」、「トレパーク」

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1、3楽章

ホルスト 組曲「惑星」 作品32

ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」

2009/3/27 広島交響楽団　第287回定期演奏会 広島厚生年金会館 秋山和慶

2009/3/31
2009オーケストラの日　広島交響楽団
　～オーケストラ玉手箱室

アステールプラザ
　オーケストラ等練習場

関谷弘志

2009/3/8 広島交響楽団　第15回福山定期演奏会
ふくやま芸術文化ホール
　リーデンローズ

小泉和裕

2009/3/14 広島交響楽団　第16回島根定期演奏会
島根県芸術文化センターグラントワ
　大ホール

鈴木織衛

以下、2009/2/21と同じ

以下、2009/2/21と同じ

以下、2009/2/21と同じ

以下、2009/2/21と同じ

以下、2009/2/21と同じ

以下、2009/2/21と同じ
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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

Vn：渡辺玲子 R.シュトラウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品8

R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64

リード／ライカ 演奏会用序曲「春の猟犬」

ヴォーン・ウィリアムズ／ジェイコプ イギリス民謡組曲

Euph：外囿祥一郎 エレビー ユーフォニアム協奏曲

伊藤康英 管弦楽のための交響詩「ぐるりよざ」（2007年改訂版）

フサ プラハ1968のための音楽

ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」

ベートーヴェン 「アテネの廃墟」 作品113から 「トルコ行進曲」

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214

外山雄三 管弦楽のためのラプソディ

J.ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」から 「メインタイトル」

作曲者不詳 こいのぼり

久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

Pf：渡邊一正 ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

Vn：豊嶋泰嗣 コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」

ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」

ベートーヴェン 「アテネの廃墟」 作品113から 「トルコ行進曲」

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

アンダソン シンコペイテッド・クロック

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

いずみたく 手のひらを太陽に

ベルリオーズ 序曲「宗教裁判官」 作品3

Pf：マーティン・ヘルムヘン シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲

Cl：タラス・デムチシン ウェーバー クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 作品73

ウェーバー 「トゥーランドット」 作品37から 「中国風序曲」、「行進曲」

ウェーバー 交響曲 第1番 ハ長調 作品19

原田節 オンド・マルトノとオーケストラのための「薄暮、光たゆたふ時」

メシアン トゥランガリラ交響曲

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

プーランク バレエ音楽「牡鹿」

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」（1967年版）

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲

Pf：中村紘子 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2008/4/13 第283回定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 秋山和慶

2008/4/28 20世紀音楽・知られざる名作集 アクロス福岡シンフォニーホール 下野竜也

2008/5/5 少年科学文化会館「こどもまつり」 少年科学文化会館 栗田哲海

2008/5/23 第284回定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 渡邊一正

2008/6/13 音楽教室 そぴあしんぐう 栗田哲海

2008/6/25 第285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

2008/7/3
天神でクラシック
　ロマンを紡いだ巨匠たち＜第2年目＞
　　『ウェーバー』

アクロス福岡シンフォニーホール 下野竜也

ｵﾝﾄﾞ・ﾏﾙﾄﾉ：原田節
Pf：野平一郎

2008/9/22 第287回定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 秋山和慶

2008/7/18 第286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

2008/9/28
九響＆アジアのオーケストラ2008
　アジアフレンドリー秋の響宴

アクロス福岡シンフォニーホール 金聖響

九州交響楽団
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ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」

バッハ G線上のアリア

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

アメリカ民謡 線路は続くよどこまでも

いずみたく 手のひらを太陽に

ブラームス 大学祝典序曲 作品80

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

外山雄三 管弦楽のためのラプソディ

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

J.シュトラウス、Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ベートーヴェン 「アテネの廃墟」 作品113から 「トルコ行進曲」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1番 ハ長調

R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」

いずみたく 手のひらを太陽に

ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」序曲

Pf：小菅優 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

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

ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

ショパン／ダグラス バレエ組曲「レ・シルフィード」

ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

イェッセル おもちゃの兵隊の行進

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」

作曲者不詳 森のくまさん

ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

イェッセル おもちゃの兵隊の行進

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

ポーランド民謡 踊ろう楽しいポーレチケ

いずみたく 手のひらを太陽に

スメタナ 交響詩「ボヘミアの牧場と森から」

Vc：ルートヴィヒ・クヴァント ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

Br：青山貴　合唱：九響合唱団 ウォルトン オラトリオ「ベルシャザールの饗宴」

2008/10/10 音楽教室 鷹峰中学校体育館 栗田哲海

2008/10/22 福岡中央高校　音楽教室 アクロス福岡シンフォニーホール 荒谷俊治

2008/10/23 音楽教室 上津小学校 栗田哲海

2008/10/28 第288回定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール ダヴィード・ゲリンガス

Pf：横山幸雄

2008/11/19 音楽教室 田隈小学校体育館 栗田哲海

2008/11/6
天神でクラシック
　ロマンを紡いだ巨匠たち＜第2年目＞
　　『ショパン』

アクロス福岡シンフォニーホール 金聖響

2008/11/20 音楽教室 広徳小学校体育館 栗田哲海

2008/11/25 第289回定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール
秋山和慶

合唱指揮：三浦宣明
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ビゼー
「カルメン」組曲第1番から 「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「間奏曲」、
「アルカラの竜騎兵」、「闘牛士」

バッハ G線上のアリア

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1番 ハ長調

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

Pf：石山聡 ベートーヴェン 合唱幻想曲 ハ短調 作品80

Sp：松本美裕子　At：岩森美里
Tn：藤木大地　Br：今村雅彦

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 作品84

Sp：大西ゆか　At：日野妙果
Tn：井ノ上了吏　Bs：蓮井求道
合唱：北九州市民フロイデコール

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

2008/12/23 「第九」 福岡サンパレスホール 秋山和慶

Sp：大西ゆか　At：日野妙果
Tn：井ノ上了吏　Bs：蓮井求道
合唱：九響合唱団、
　合唱連盟福岡支部合同合唱団

以下、2008/12/22と同じ

2008/12/24 「第九」 アクロス福岡シンフォニーホール

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から 「侯爵様、あなたの様なお方は」

J.シュトラウス 喜歌劇「ジプシー男爵」序曲

J.シュトラウス アンネン・ポルカ 作品117

J.シュトラウス ワルツ「春の声」 作品410

J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

J.シュトラウス 皇帝円舞曲 作品437

J.シュトラウス オペレッタ「ほほえみの国」から 「きみはわが心のすべて」

J.シュトラウス ジーフェリングの郊外で

J.シュトラウス ワルツ「南国のばら」 作品388

J.シュトラウス ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332

ハイマン 映画「会議は踊る」から 「ただ一度の機会」

Jos.シュトラウス 鍛冶屋のポルカ 作品269

Jos.シュトラウス ワルツ「天体の音楽」 作品235

2009/1/12 北九州ニューイヤーコンサート 北九州芸術劇場大ホール

リスト 交響詩「前奏曲」

リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

リスト 死の舞踏

リスト 「レーナウの『ファウスト』による2つのエピソード」から 「村の居酒屋での踊り」

リスト ハンガリー狂詩曲 第2番

ムソルグスキー／
　リムスキー・コルサコフ

交響詩「禿山の一夜」

Fl：瀬尾和紀 ハチャトゥリヤン フルート協奏曲 ニ短調（原曲：ヴァイオリン協奏曲）

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

Vn：神尾真由子 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

ブラームス ハンガリー舞曲集 第1～21番（全曲）

2008/11/27 音楽教室 高取中学校体育館 栗田哲海

2008/12/13 延岡「第九の夕べ」 延岡総合文化センター 現田茂夫

2008/12/22 北九州「第九の夕べ」 九州厚生年金会館 秋山和慶

Sp：半田美和子

2009/1/28
天神でクラシック
　ロマンを紡いだ巨匠たち＜第2年目＞
　　『リスト』

アクロス福岡シンフォニーホール 小泉和裕
Pf：小川典子

2009/1/11 ニューイヤーコンサート アクロス福岡シンフォニーホール 大町陽一郎

天神でクラシック
　ロマンを紡いだ巨匠たち＜第2年目＞
　　『ブラームス』

アクロス福岡シンフォニーホール 秋山和慶

以下、2008/12/23と同じ

以下、2009/1/11と同じ

2009/2/10 第290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

2009/3/4
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ビゼー 「カルメン」組曲第1番から 「前奏曲」

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番から 「ファランドール」

モーツァルト セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章

外山雄三 管弦楽のためのラプソディ

チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 作品46から 第8番 ト短調

ブラームス ハンガリー舞曲 第5番

グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

ディ・カプア オー・ソレ・ミオ

アイルランド民謡 ロンドンデリーの歌

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

オーケストラの日コンサート2009 末永文化センター 末廣誠 Sp：半田美和子2009/3/31
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　　日本オーケストラ連盟加盟オーケストラ

ディスコグラフィー
（２００８年４月１日～２００９年３月31日 リリース）



オーケストラ名 アルバムタイトル 指揮者 共演者 作曲／編曲 曲　目 レーベル カタログ番号 発売日 定価 備考

ＮＨＫ交響楽団 歌劇「仮面舞踏会」 オリヴィエロ・デ ファブリツィース

グスターヴォ３世：カルロ・ベルゴンツィ/ レナート：マリオ・ザナージ/
アメリア：アントニエッタ・ステルラ/ ウルリカ：ルチア・ダニエリ/
オスカル：マルゲリータ・グリエルミ/
二期会合唱団 & 藤原歌劇団合唱部/ 他

ヴェルディ 歌劇「仮面舞踏会」 キングレコード KIBM-1047 2008年6月4日 \5,775

ＮＨＫ交響楽団 歌劇「ドン・カルロ」 オリヴィエロ・デ ファブリツィース

フィリッポ２世：ニコラ・ロッシレメーニ/
ドン・カルロ：シャーンドル・コンヤ/
ロドリーゴ：セスト・ブルスカンティーニ/
エリザベッタ：ギネス・ジョーンズ/
エボリ公女：ビセルカ・ツヴェイチ/
二期会合唱団 & 藤原歌劇団合唱部／他

ヴェルディ 歌劇「ドン・カルロ」 キングレコード KIBM-1048 2008年6月4日 \5,775

ＮＨＫ交響楽団 歌劇「シモン・ボッカネグラ」 オリヴィエロ・デ ファブリツィース

シモン・ボッカネグラ：ピエロ・カップッチルリ/
マリア & アメリア：カーティア・リッチャレルリ/
フィエスコ & アンドレア：ニコライ・ギャウロフ/
ガブリエレ・アドルノ：ジョルジョ・メリーギ/
パオロ・アルビアーニ：ロレンツォ・サッコマーニ/
日本プロ合唱団連合/ 他

ヴェルディ 歌劇「シモン・ボッカネグラ」 キングレコード KIBM-1049 2008年6月4日 \4,725

ＮＨＫ交響楽団 歌劇「トスカ」 オリヴィエロ・デ ファブリツィース

トスカ：ライナ・カバイヴァンスカ/
カヴァラドッシ：フラヴィアーノ・ラボー/
スカルピア：ジャンピエロ・マストロメイ/
アンジェロッティ：カルロ・メリチアーニ/ 日本プロ合唱団連合/ 他

プッチーニ 歌劇「トスカ」 キングレコード KIBM-1050 2008年6月4日 \4,725

ＮＨＫ交響楽団 歌劇「仮面舞踏会」 オリヴィエロ・デ ファブリツィース

グスターヴォ３世：カルロ・ベルゴンツィ/ レナート：マリオ・ザナージ/
アメリア：アントニエッタ・ステルラ/ ウルリカ：ルチア・ダニエリ/
オスカル：マルゲリータ・グリエルミ/
二期会合唱団 & 藤原歌劇団合唱部/ 他

ヴェルディ 歌劇「仮面舞踏会」 Vai VAIDVD-4436 2008年6月30日 \4,820 輸入版

ＮＨＫ交響楽団 歌劇「アイーダ」 オリヴィエロ・デ ファブリツィース

アイーダ：フランコ・プリエーゼ/ラダメス：カルロ・ベルゴンツィ/
アムネリス：フィオレンツァ・コッソット/
アモナズロ：ジャン・ピエロ・マストロメイ/
ラムフィス：イヴォ・ヴィンコ/他
合唱：東京放送合唱団

ヴェルディ 歌劇「アイーダ」 Vai VAIDVD-4483 2008年12月9日 $39.95 輸入版

東京フィルハーモニー交響楽団
Windblowsコンサート
　風の便り 手紙 今伝えたい言葉がある

和田朋樹 浅茅陽子/今井清隆/神田沙也加/鈴木綜馬/初風/緑/松岡充

「歌は手紙」をコンセプトに、演劇、ミュージカル界で活躍する６人のスターが、それぞれに思い入れ深い
60年代から90年代の名曲を、50人のオーケストラと50人のコーラス隊と共に綴る。
上を向いて歩こう/青葉城恋唄/未来へ/涙そうそう/今宵満月/青空の破片/
見上げてごらん夜の星を/冬のファンタジー/愛燦燦/群青/生まれ来る子供たちのために/
あなたが夜明けをつげる子どもたち/いい日旅立ち/時代/今日の日はさようなら

シアター・テレビジョン TTVJP-080401 2008年4月23日 \7,000

ビゼー ｢カルメン｣第１組曲 から

プロコフィエフ 組曲「ロメオとジュリエット」

東京交響楽団 歌劇「愛怨」 大友直人
桜子 & 柳玲：釜洞祐子/大野浄人：経種廉彦/玄照皇帝：星野淳/
光貴妃：宇佐美瑠璃/阿部奈香麻呂=朝慶：田中誠/
若草皇子：黒田博/他/Chor：新国立劇場合唱団

三木稔 歌劇「愛怨」 Denon TDBA-0138 2008年5月21日 \8,190

東京都交響楽団
岩代太郎×日テレアナ×東京都交響楽団
　アナウンサーコンチェルト

岩代太郎 日本テレビ アナウンサー20名 岩代太郎 アナウンサー・コンチェルト バップ VPBF-13261 2008年12月3日 \3,990

ドヴォルザーク 交響曲 第９番 ホ短調 作品95

リャードフ ８つのロシア民謡 作品58 から 第３曲「エレジー」

スメタナ 交響詩「モルダウ」

交響曲 第４番 ヘ短調 作品36

交響曲 第５番 ホ短調 作品64

交響曲 第６番 ロ短調 作品74 「悲愴」

交響曲 第２番 ニ長調 作品36

交響曲 第６番 ヘ長調 作品68 「田園」

交響曲 第４番 変ロ長調 作品60

交響曲 第５番 ハ短調 作品67

交響曲 第１番 ハ長調 作品21

交響曲 第３番 変ホ長調 作品55 「英雄」

交響曲 第７番 イ長調 作品92

交響曲 第８番 ヘ長調 作品93

大阪フィルハーモニー交響楽団 ベートーヴェン《交響曲第９番》 朝比奈隆
Sp：管英三子/At：伊原直子/Tn：福井敬/Br：多田羅迪夫
Chor：大阪フィルハーモニー合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第９番 ニ短調 作品125 「合唱付」 NHKエンタープライズ NSDS-12493 2008年12月26日 \4,935

交響曲 第１番 ハ長調 作品21

交響曲 第２番 ニ長調 作品36

交響曲 第３番 変ホ長調 作品55 「英雄」

交響曲 第４番 変ロ長調 作品60

交響曲 第５番 ハ短調 作品67

交響曲 第６番 ヘ長調 作品68 「田園」

交響曲 第７番 イ長調 作品92

交響曲 第８番 ヘ長調 作品93

Sp：管英三子/At：伊原直子/Tn：福井敬/Br：多田羅迪夫
Chor：大阪フィルハーモニー合唱団

交響曲 第９番 ニ短調 作品125 「合唱付」

５枚組
＋特典

NSDX-12494 2008年12月26日ベートーヴェン NHKエンタープライズ \24,675

大阪フィルハーモニー交響楽団 ベートーヴェン《交響曲第７番/交響曲第８番》 朝比奈隆 ベートーヴェン NHKエンタープライズ NSDS-12492 2008年12月26日 \4,935

大阪フィルハーモニー交響楽団 ベートーヴェン《交響曲第１番/交響曲第３番》 朝比奈隆 ベートーヴェン NHKエンタープライズ NSDS-12491 2008年12月26日 \4,935

大阪フィルハーモニー交響楽団 ベートーヴェン《交響曲第４番/交響曲第５番》 朝比奈隆 ベートーヴェン NHKエンタープライズ NSDS-12490 2008年12月26日 \4,935

大阪フィルハーモニー交響楽団 ベートーヴェン《交響曲第２番/交響曲第６番》 朝比奈隆 ベートーヴェン NHKエンタープライズ NSDS-12489 2008年12月26日 \4,935

大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆のチャイコフスキー 朝比奈隆 チャイコフスキー 朝日放送 DABC-003

DVD

2008年7月22日

2008年8月22日 \2,940

\3,990

大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆 大フィル 最後のベートーベン交響曲全集 朝比奈隆

ＢＳフジ BFBA-45東京フィルハーモニー交響楽団
チョン・ミョンフンこども音楽館2007
　ミュージック・ラボ からだdeおんがく！

チョン・ミョンフン

朝日放送 D-ABC 0001 2008年4月10日 \3,990大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆 シンフォニーの世界Ⅰ 朝比奈隆



オーケストラ名 アルバムタイトル 指揮者 共演者 曲　目 曲　目 レーベル カタログ番号 発売日 定価 備考

ドヴォルザーク 交響曲第６番ニ長調作品60

ヤナーチェク 「タラス・ブーリバ」

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

山形交響楽団 ドイツ・レクイエム 飯森範親
Sp：松田奈緒美/Br：久保和範/
Chor：山響楽友合唱団、山形大学学生有志

ブラームス ドイツ・レクイエム 作品45 Exton OVCX-00040 2008年5月21日 \3,000

群馬交響楽団 マーラー《交響曲第７番》 高関健 マーラー 交響曲第７番ホ短調「夜の歌」 コジマ録音alm ALCD-8030 2008年4月7日 \2,940

リムスキー・コルサコフ 歌劇「雪娘」 組曲

チャイコフスキー 交響曲 第１番 ト短調 作品13 「冬の日の幻想」

交響曲第１番変ロ長調作品38「春」

交響曲第２番ハ長調作品61

交響曲第３番変ホ長調作品97「ライン」

交響曲第４番ニ短調作品120（第1稿1841年版）

「マンフレッド」序曲作品115

外山雄三 ブラームス ハンガリー舞曲 第５番/ 第６番

大友直人 ビゼー 「アルルの女」から 「メヌエット」/「ファランドール」

森正 ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲

高関健 エネスコ ルーマニア狂詩曲 第１番

外山雄三 J.F.ワーグナー 双頭のわしの旗の下に

小松一彦 ホルスト 組曲「惑星」から 「木星」

外山雄三 シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

小松一彦 リスト ハンガリー狂詩曲 第２番

外山雄三 スメタナ 交響詩「モルダウ」

山田一雄 歌劇「タンホイザー」から 「大行進曲」

松尾葉子 楽劇「ワルキューレ」から 「ワルキューレの騎行」

十束尚宏 シベリウス 交響詩「フィンランディア」

増井信貴 チャイコフスキー イタリア奇想曲

大友直人 リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲

黒岩英臣 J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲

梅田俊明 エルガー 行進曲「威風堂々」

小林研一郎 ビゼー 「カルメン」組曲 から 「アラゴネーズ」

梅田俊明 ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」

久山恵子 チャイコフスキー 白鳥の湖

高関健 オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲

山田一雄 シベリウス カレリア組曲

渡邉暁雄 タイケ 行進曲「旧友」

山田一雄 ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

小林研一郎 グロフェ 「大峡谷」から 「山道を行く」

小林研一郎 イッポリトフ・イワーノフ コーカサスの風景

尾高忠明 J.シュトラウス ワルツ「春の声」

渡邉暁雄 ポンキエルリ 歌劇「ジョコンダ」から 「時の踊り」

田中良和 チャイコフスキー 大序曲「1812年」

小泉ひろし レスピーギ 交響詩「ローマの松」から 「アッピア街道の松」

小林研一郎 スーザ 行進曲「ワシントン・ポスト」/行進曲「雷神」

外山雄三 サラサーテ チゴイネルワイゼン

岩城宏之 ヴィヴァルディ 「四季」から 「春」

小松一彦 Vc：徳永兼一郎 ドヴォルザーク 母が教えてくれた歌

増井信貴 Vn：漆原啓子 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 から 第１楽章

石丸寛 Vc：堀了介/Hp：井上久美子、篠崎史子/渡辺万里/木村茉莉 サン・サーンス 白鳥

黒岩英臣 Vn：篠崎功子 ベートーヴェン ロマンス 第２番 ヘ長調 作品50

久山恵子 Pf：竹内啓子/Vn：堀正文 ショパン ノクターン 嬰ハ短調 遺作

沼尻竜典 Vc：藤原真理 チェロ協奏曲 から 第２楽章

尾高忠明 ユモレスク

田中良和 ヴィヴァルディ 「四季」から 「冬」

尾高忠明 マスネ タイスの瞑想曲

佐渡裕 Vn：漆原啓子 ラロ スペイン交響曲

黒岩英臣 Vn：堀米ゆず子 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 から 第１楽章

円光寺雅彦 Vc：金木博幸 カタルーニャ民謡 鳥の歌

秋山和慶 Vn：磯恒男 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 から 第２楽章

小泉ひろし Vc：藤原真理 フォーレ エレジー

田中良和 Vn：小林美恵 サラサーテ カルメン幻想曲

尾高忠明 Vn：澤和樹 ブルッフ スコットランド幻想曲

Vn：徳永二男 モンティ チャールダーシュ

Vn：千住真理子 ゴセック ガヴォット

Exton OVCL-00321 2008年6月25日 \6,000

ＣＤ

ワーグナー

2008年10月25日群馬交響楽団 チャイコフスキー《交響曲第１番》 ドリアン・ウィルソン ナミレコード

札幌交響楽団 ドヴォルザーク《交響曲第６番》他 ラドミル・エリシュカ

仙台フィルハーモニー管弦楽団 リムスキー・コルサコフ《シェエラザード》

\2,500Pastier DQC100 2008年8月27日

\2,625

キングレコード

シューマン交響曲全集/マンフレッド 準・メルクルＮＨＫ交響楽団

2008年7月21日 \2,500

WWCC-7590

山下一史 Vn：伝田正秀 フォンテック FOCD-9370

KICW-240/2

NHK名曲アルバム チゴイネルワイゼン
　～ヴァイオリン・チェロ名曲30選

シューマン

KICW-234 2008年9月10日 \2,800

ドヴォルザーク

ＮＨＫ交響楽団

Vn：徳永二男

Vn：磯恒男

ＮＨＫ名曲アルバム 威風堂々
　～迫力のオーケストラ名曲30選

ＮＨＫ交響楽団

東京フィルハーモニー交響楽団

キングレコード

2008年9月10日 \2,800

東京フィルハーモニー交響楽団

小林研一郎



小松一彦 ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

森正 レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア

外山雄三 マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

山田一雄 Chor：東京放送合唱団 オッフェンバック オフマンの舟歌

小林研一郎 グリーグ 「ペールギュント」組曲 から 「ソルヴェイグの歌」

ウェーバー 舞踏への勧誘

ローサス 波濤を越えて

小林研一郎 ブラームス ハンガリー舞曲第４番

外山雄三 ドヴォルザーク スラブ舞曲第10番

新日本フィルハーモニー交響楽団 高関健 マーラー アダージェット

秋山和慶 アルビノーニ アダージョ

小林研一郎 ヴェルディ 歌劇「椿姫」前奏曲

大町陽一郎 パッヘルベル カノン

尾高忠明 サティ ジムノペディ

十束尚宏 ボロディン ノクターン

三石精一 チャイコフスキー アンダンテ・カンタービレ

小泉ひろし フォーレ パヴァーヌ

佐渡裕 バーバー 弦楽のためのアダージョ

黒岩英臣 ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」前奏曲～モスクワ河の夜明け

大友直人 ヘンデル ラルゴ

山下一史 Chor：東京混声合唱団 ラヴェル 「ダフニスとクロエ」から「夜明け」

飯森範親 ヴォルフ・フェラーリ 歌劇「マドンナの宝石」間奏曲

沼尻竜典 フォーレ シシリエンヌ

小林研一郎 シュミット 歌劇「ノートルダム」間奏曲

大町陽一郎 J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」

渡邉暁雄 イヴァノヴィチ ドナウ川のさざ波

高関健 ワルトトイフェル スケーターズ・ワルツ

小松一彦 レハール 金と銀

渡邉暁雄 チャイコフスキー 「くるみ割り人形」から「花のワルツ」

十束尚宏 チター：河野保人 J.シュトラウス ワルツ「ウィーの森の物語」

ホルン協奏曲 第１番 ニ長調 K.412

ホルン協奏曲 第２番 変ホ長調 K.417

ホルン協奏曲 第３番 変ホ長調 K.447

ホルン協奏曲 第４番 変ホ長調 K.495

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第２番 作品72a

チャイコフスキー 交響曲 第５番 ホ短調 作品64

ＮＨＫ交響楽団 ベートーヴェン《交響曲第９番》 ロヴロ・フォン・マタチッチ
Sp：伊藤京子/At：荒道子/Tn：森敏孝/Br：大橋国一/
Chor：東京混声合唱団、二期会合唱団、日本合唱協会、
藤原歌劇団合唱部、東京放送合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第９番 ニ短調 作品125 「合唱付」 キングレコード KICC-3069 2008年12月10日 \2,200

ＮＨＫ交響楽団 ブルックナー《交響曲第９番》 ロヴロ・フォン・マタチッチ ブルックナー 交響曲 第９番 ニ短調 キングレコード KICC-3070 2008年12月10日 \2,200

交響曲 第25番 ト短調 K.183

交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」

ベートーヴェン 大フーガ 変ロ長調 作品133

交響曲 第１番 ハ長調 作品21

交響曲 第７番 イ長調 作品92

歌劇「さまよえるオランダ人」序曲

歌劇「ローエングリン」第１幕への前奏曲

歌劇「タンホイザー」バッカナール

劇「神々の黄昏」から 「ジークフリートのラインへの旅」、「ジークフリートの葬送行進曲」、「終曲」

チャイコフスキー 交響曲 第６番 ロ短調 作品74 「悲愴」

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」

ＮＨＫ交響楽団 ブルックナー《交響曲第８番》 ロヴロ・フォン・マタチッチ ブルックナー 交響曲 第８番 ハ短調 Altus ALT-048 2008年12月18日 \2,720

ＮＨＫ交響楽団 NHK大河ドラマ「天地人」オリジナル・サウンドトラック 小泉和裕 大島ミチル NHK大河ドラマ「天地人」テーマ音楽 ソニーミュージック SICC-1153 2009年2月18日 \2,625

ＮＨＫ交響楽団 特選 大河ドラマ名曲集
井上道義 、 岩城宏之 、 秋山和慶 、
その他

久岡昇/東京混声合唱団/慶應義塾ワグネルソサエティ/他
篤姫/徳川慶喜/翔ぶが如く/春の波涛/獅子の時代/花神/勝海舟/竜馬がゆく/三姉妹/花の生涯/
風林火山/功名が辻/武蔵/利家とまつ/毛利元就/秀吉/信長/武田信玄/独眼流政宗/徳川家康/
おんな太閤記/黄金の日日/国盗り物語

EMI TOCT-26741/2 2009年2月25日 \3,200

新日本フィルハーモニー交響楽団 青島広志 歌劇「フィガロの結婚」序曲

沼尻竜典 Pf：菊池洋子 ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467 から 第２楽章

ギュンター・ピヒラー セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」から 第１楽章、第４楽章

井上道義 交響曲 第40番 ト短調 K.550 から 第１楽章

ギュンター・ピヒラー ディヴェルティメント ニ長調 K.136 から 第２楽章

交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」 から 第１楽章

Pf：菊池洋子 ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466 から 第２楽章

兵庫芸術文化センター管弦楽団 佐渡裕 Cl：シャノン・オーム クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 から 第２楽章

新日本フィルハーモニー交響楽団 ジョン・バリー 映画「野生のエルザ」

アラン・シルヴェストリ 映画「フォレスト・ガンプ」

坂本龍一 映画「ラストエンペラー」

エンニオ・モリコーネ 映画「ニューシネマ・パラダイス」

マックス・スタイナー 映画「カサブランカ」から 組曲

アラン・シルヴェストリ 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」から 序曲

ハワード・ショア 映画「ロード・オブ・ザ・リング」から 組曲

ＮＨＫ交響楽団 ベートーヴェン《交響曲第１番/第７番》 ロヴロ・フォン・マタチッチ

2008年12月10日 \2,200ＮＨＫ交響楽団 モーツァルト《交響曲第25番/第38番》他 ロヴロ・フォン・マタチッチ

ワーグナー キングレコード

岩城宏之 Hr：千葉馨 モーツァルト

エイベックス AVCL-25196

モーツァルト

キングレコード

すべては音楽から生まれる(3)脳とモーツァルト モーツァルト

井上道義

キングレコード感動の映画音楽 ベスト
日本フィルハーモニー交響楽団 沼尻竜典

ＮＨＫ交響楽団

オーケストラ・アンサンブル金沢

\2,200

KICC-710/11 2008年12月3日 \3,000

ＮＨＫ交響楽団

東京交響楽団

2008年9月10日 \2,800

\2,200

KICW-9081 2008年5月9日

\2,720

\3,000

2008年4月30日 \1,890

2008年12月10日 \2,200

キングレコード KICW-237

ＮＨＫ交響楽団 千葉馨、永遠に

NHK名曲アルバム アダージョ
　～癒しのオーケストラ 名曲30選

森正

東京フィルハーモニー交響楽団

 チャイコフスキー《交響曲第６番「悲愴」》他 ロヴロ・フォン・マタチッチ キングレコード KICC-3074 2008年12月10日

2008年12月10日

KICC-3072

ＮＨＫ交響楽団 チャイコフスキー《交響曲第５番》他 スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ 2008年12月3日

ＮＨＫ交響楽団 ワーグナー・アーベント～管弦楽曲集 ロヴロ・フォン・マタチッチ

Altus ALT-028

KICC-3073

キングレコード KICC-3071

ベートーヴェン キングレコード



ケテルビー ペルシャの市場で

アンダソン そりすべり

渡邉暁雄 グリーグ 「ペールギュント」から「朝」

草川信 夕焼け小焼け

本居長世 七つの子

滝廉太郎 花

中田章 早春賦

不詳 われは海の子

井上武士 うみ

寺島尚彦 さとうきび畑

岡野貞一？ もみじ

山田耕筰 赤とんぼ

大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆 ドヴォルザーク 交響曲 第９番 ホ短調 作品95 「新世界から」 から 第２楽章

新日本フィルハーモニー交響楽団 「ニーベルングの指環」全曲 朝比奈隆

Sp：豊田喜代美、渡辺美佐子、清水まり、釜洞裕子、柳澤涼子、
菊地貴子、桑田葉子、福成紀美子/
MS：西明美、辻宥子、西松甫味子、秋葉京子、牧川典子、
上泉りく子、永井和子、大藤裕子、妻鳥純子、加納里美/
At：奥本とも/Tn：大野徹也、篠崎義昭、種井靜夫/
Br：多田羅迪夫、勝部太/
BBｒ.：池田直樹/Bs：高橋啓三、岸本力、他/Chor：晋友会合唱団

ワーグナー 楽劇「ニーベルングの指輪」 フォンテック FOCD-9375/86 2008年7月31日 \10,000

新日本フィルハーモニー交響楽団 福田一雄 ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」最後の部分

日本フィルハーモニー交響楽団 広上淳一 伊福部昭 タプカーラ交響曲 から 第３楽章

ロドリーゴ アランフェス協奏曲

アーノルド ギターと弦楽のためのセレナード

カステルヌオーヴォ＝テデスコ ギター協奏曲 第１番 ニ長調 作品99

ディアンス タンゴ・アン・スカイ

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

グラズノフ 瞑想曲 作品32

大村久美子 リティキュレーション オーケストラの為の

グラズノフ 瞑想曲 作品32

東京交響楽団 三枝成彰《セレクション Vol.2「レクイエム」》 大友直人 Sp：佐藤美枝子/Tn：吉田浩之/Chor：東響コーラス 三枝成彰 レクイエム～曾野綾子のリブレットによる（混声合唱版） メイ コーポレーション KDC-5040 2008年4月2日 \1,000

太鼓：林英哲/能楽太鼓：大倉正之助/篳篥：稲葉明憲 太鼓協奏曲「太鼓について」

Fl：アンドレア・グリミネッリ/Sx：松井宏幸、松原孝政、山田忠臣、
成田徹、東涼太、國末貞仁、林田祐和

フルート協奏曲

東京交響楽団 ヴェルディ《歌劇「ナブッコ」》 ダニエル・オーレン

ナブッコ：レナート・ブルゾン/アビガイッレ：マリア・グレギーナ/
イズマエーレ：ファビオ・アルミリアート/
ザッカリア：フェルッチョ・フルラネット/フェネーナ：エレナ・ザレンバ/
Ｃｈｏｒ：東京オペラ・シンガーズ/他

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」 Ｎａｉｖｅ V-5158 2008年9月6日 \2,825

東京都交響楽団 フルネ：都響 30年の軌跡シリーズ４ ジャン・フルネ
Sp：澤畑恵美/MS：寺谷千枝子/Tn：小林一男/Br：木村俊光/
Chor：二期会合唱団

ベートーヴェン 交響曲第９番ニ短調作品125「合唱付」 フォンテック FOCD-9353 2008年5月21日 \2,000

交響曲第１番ハ短調作品68

悲劇的序曲 作品81

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

メシアン キリストの昇天

EH：ミリアム・ジェイクス(＊) スクロヴァチェフスキ イングリッシュ・ホルン協奏曲(＊)

ドビュッシー イベリア

ラヴェル ラ・ヴァルス

東京都交響楽団 シューベルト《交響曲第８番》 朝比奈隆 シューベルト 交響曲第８番ハ長調D.944 フォンテック FOCD-9359 2008年10月21日 \1,575

シューベルト 交響曲第７番ロ短調D.759「未完成」

ワーグナー 舞台神聖祭典劇「パルシファル」から「前奏曲」、「聖金曜日の音楽」

東京都交響楽団 ブルックナー《交響曲第９番》 朝比奈隆 ブルックナー 交響曲第９番ニ短調 フォンテック FOCD-9361 2008年10月21日 \2,100

東京都交響楽団 ブルックナー《交響曲第８番》 朝比奈隆 ブルックナー 交響曲第８番ハ短調（ハース版） フォンテック FOCD-9362 2008年10月21日 \2,100

東京都交響楽団 ブルックナー《交響曲第７番》 朝比奈隆 ブルックナー 交響曲第７番ホ長調（ハース版） フォンテック FOCD-9364 2008年10月21日 \1,575

東京都交響楽団 ブルックナー《交響曲第５番》 朝比奈隆 ブルックナー 交響曲第５番変ロ長調（ハース版） フォンテック FOCD-9365 2008年10月21日 \2,100

東京都交響楽団 ブルックナー《交響曲第７番》 朝比奈隆 ブルックナー 交響曲第７番ホ長調（ハース版） フォンテック FOCD-9367 2008年10月21日 \1,575

Sp：伊藤京子/Br：大賀典雄/Chor：東京メトロポリタン合唱団/
Og：酒井多賀志

フォーレ レクイエム 作品48

Sp：中沢桂、酒井美津子、曽我栄子/At：木村宏子、長野洋奈子/
Tn：板橋勝/Chor：湘南合唱連盟

マーラー 交響曲 第８番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

東京都交響楽団 ブラームス《交響曲第１番》 朝比奈隆 ブラームス 交響曲第１番ハ短調作品68 フォンテック FOCD-9399 2008年11月21日 \2,100

FOCD-2566

\1,000

\3,000

2009年3月21日 \2,548

FOCD-9354ブラームス フォンテック 2008年5月21日 \2,000

新日本フィルハーモニー交響楽団 フォンテック
現代日本の作曲家シリーズ36
　大村久美子作品集～二重の輪郭 佐渡裕

ジャン・フルネ

東京都交響楽団 マーラー《交響曲第８番》/フォーレ《レクイエム》 山田一雄 ソニー・ミュージック

三枝成彰《セレクション Vol.3「太鼓について」》 大友直人

\3,0002008年5月9日

新日本フィルハーモニー交響楽団

フルネ：都響 30年の軌跡シリーズ５

東京交響楽団

東京都交響楽団

東京都交響楽団

東京都交響楽団 シューベルト《交響曲第７番》他

キングレコード KICW-9021

2008年12月21日

SICC-957/8

KDC-5041 2008年4月2日

福田一雄

南安雄

三枝成彰 メイ コーポレーション

日本フィルハーモニー交響楽団
実用・学校ＢＧＭ　ベスト

新日本フィルハーモニー交響楽団

新日本フィルハーモニー交響楽団 アランフェス協奏曲 2008年12月17日 \3,200VICC-60154Gt：村治佳織

ヴァイオリン芸術の深邃

FOCD-9360

崔文洙 Vn：崔文洙 フォンテック FOCD-9405

\1,575

\1,890

尻ッ定番！ベスト・ヒップ・クラシック！ キングレコード

ビクター山下一史

ジャン・フルネ フォンテックフルネ：都響 30年の軌跡シリーズ６

朝比奈隆 フォンテック

KICC-698 2008年8月6日 \2,000

2008年5月21日 \2,000

2008年10月21日

2008年11月5日

FOCD-9355



Sp：鮫島有美子/Chor：合唱団ＯＭＰ モロイ なつかしき愛の歌

Sp：鮫島有美子/Chor：合唱団ＯＭＰ ビショップ 埴生の宿

Sp：鮫島有美子 ナイト たゆとう小舟

Sp：鮫島有美子/Chor：合唱団ＯＭＰ スコット アニー・ローリー

Sp：鮫島有美子 ベイリー 久しき昔

Sp：鮫島有美子 アイルランド民謡 ロンドンデリーの歌　（ダニー・ボーイ）

Sp：鮫島有美子 スコットランド民謡 故郷の空

Sp：鮫島有美子 シャノン アイルランドの子守歌

Sp：鮫島有美子 イングランド民謡 グリーンスリーヴス

Sp：鮫島有美子/Chor：合唱団ＯＭＰ スコットランド民謡 スコットランドの釣鐘草

Sp：鮫島有美子 春の日の花と輝く

Sp：鮫島有美子 庭の千草

Sp：鮫島有美子/Chor：合唱団ＯＭＰ 可愛いチャーリー

Sp：鮫島有美子 ロッホ・ローモンド

Vn：堀米ゆず子/Gt：鈴木大介 .スペクトラル・カンティクル ヴァイオリン、ギター、オーケストラのための

星・島 ～オーケストラのための～

夢の時 ～オーケストラのための～

グリーン

樹の曲

琵琶：鶴田錦史/尺八：横山勝也 ノヴェンバー・ステップス～琵琶、尺八、オーケストラのための

弦楽のためのレクイエム

Vn：堀込ゆず子 遠い呼び声の彼方へ～ヴァイオリンとオーケストラのための

ヴィジョンズ

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」作品62

ピエルネ 劇音楽「ラムンチョ」序曲

ラロ 歌劇「イスの王」序曲

メンデルスゾーン 序曲「ルイ・ブラス」作品95

マスネ 序曲「フェードル」

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」作品26

ボワエルデュー 歌劇「白衣の婦人」序曲

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 作品84

東京交響楽団＋のだめオーケストラ 梅田俊明 ガーシュウィン ラプソディ・イン・ブルー（ピアニカ版）

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第２番 ハ短調 作品18 から 第１楽章（オーケストラ編）

モーツァルト オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 から 第１楽章（オーケストラ編）

ブラームス 交響曲 第１番 ハ短調 作品68 第１楽章、第４楽章

サラサーテ カルメン幻想曲（オーケストラ編）

ベートーヴェン 交響曲 第７番 イ長調 作品92 から 第４楽章

東京フィルハーモニー交響楽団 渡邊一正 Hp：篠﨑史子/Picc：萩原貴子/Ob：辻功/Cl：三界秀実 Sinfonia Concertante ～四重協奏曲～

オーケストラ・アンサンブル金沢 岩城宏之 横笛：芝祐靖 Kira ～横笛とオーケストラのために～

東京フィルハーモニー交響楽団
逆転裁判 特別法廷2008 オーケストラコンサート
　～GYAKUTEN MEETS ORCHESTRA～

栗田博文、巧舟、岩垂徳行 岩垂徳行 ゲーム「逆転裁判」シリーズ カプコン CPCA-10197 2008年7月16日 \3,570

東京フィルハーモニー交響楽団 決定盤!!「羽田健太郎 スクリーン・テーマ」ベスト 羽田健太郎 スタイナー 映画「風と共に去りぬ」からタラのテーマ ポニー・キャニオン PCCK-10007 2008年10月8日 \2,000

祝典序曲 カメラータ・トウキョウ CMCD-99036/8 2008年10月25日 \4,725

Vn：堀米ゆず子 ヴァイオリン協奏曲

Pf：岡田博美 ピアノ協奏曲

Vc：向山佳絵子 チェロ協奏曲 第２番 「谺（こだま）つり星」

オーケストラのための夏の散乱～現（うつつ）よ明るいわたしの墓よ～

オーケストラのためのレオス

魁響の譜

Chor：東京少年少女合唱隊 童声合唱とオーケストラのための響紋

焉歌・波摘み

Sp：天羽明惠 ソプラノと管弦楽のための「決闘」

Chor：東京混声合唱団、東京大学柏葉会合唱団 レクィエム

山下洋輔 ピアノ協奏曲 第３番 Explorer

ピエルネ Sudden　Fiction

2008年10月25日カメラータ・トウキョウ

\3,000エイベックス AVCL-25394/5 2008年12月24日

東京都交響楽団 ジェームズ・デプリースト
ソニーミュージック

東京都交響楽団

東京都交響楽団 庭の千草～イギリス民謡集 COCO-75101

2008年12月17日

ESCL-20013

VZCC-1011

武満徹

沼尻竜典 武満徹 Denon

東京フィルハーモニー交響楽団 山下洋輔　Explorer　Sudden　Fiction

のだめオーケストラ Live！

射干玉（ぬばたま）～小山薫の世界［作品選集］

武満徹作品集５

2009年3月10日フォンテック FOCD-9419東京都交響楽団
フルネ：都響 30年の軌跡シリーズ７
　《フランス & ドイツ序曲集》

Denon COCQ-84546 2009年1月21日

Pf：山下洋輔

東京都交響楽団

ジャン・フルネ

CMCD-99036/8 \4,725

COCO-70959

2009年3月18日 \3,990

スコットランド民謡

Denon

\1,050

\1,050

\2,100

沼尻竜典 三善晃

佐渡裕

東京フィルハーモニー交響楽団 三善晃の音楽

小山薫 日本伝統文化振興財団

\2,000

2008年4月23日 \3,990

若杉弘武満徹作品集１

田中良和

アイルランド民謡

2008年12月17日



滝廉太郎 花

中田章 早春賦

日本古謡 さくらさくら

岡野貞一？ 故郷

岡野貞一 朧月夜

滝廉太郎 荒城の月

吉田千秋 琵琶湖周航の歌

中田喜直 夏の思い出

梁田貞 城ヶ島の雨

多忠亮 宵待草

熊本県民謡 五木の子守唄

山田耕筰 この道

成田為三 浜辺の歌

草川信 夕焼小焼

杉山長谷夫 出船

山田耕筰 赤とんぼ

ビゼー 歌劇「カルメン」前奏曲

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

竹本泰蔵 ロジャース＋ハマースタインⅡ 映画「サウンド・オブ・ミュージック」から

モノー 愛の賛歌

沼尻竜典 シルヴェストリ 映画「フォレスト・ガンプ」メイン・タイトル

竹本泰蔵 マンシーニ 映画「ティファニーで朝食を」から「ムーン・リヴァー」

ビギン 涙そうそう

南安雄 成田為三 浜辺の歌

沼尻竜典 スタイナー 映画「風と共に去りぬ」から「タラのテーマ」

日本フィルハーモニー交響楽団 永遠の映画音楽 ベスト 現田茂夫 E.バーンスタイン 映画「十戒」組曲 キングレコード KICW-9083 2008年5月9日 \3,000

竹本泰蔵 R.シュトラウス 映画「2001年宇宙の旅」

沼尻竜典 ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」から

竹本泰蔵 エルフマン 映画「スパイダーマン」メイン・タイトル＆フェアウェル

ウィリアムズ 映画「スーパーマン」メイン・タイトル

フィーデル 映画「ターミネーター」テーマ

竹本泰蔵 ゴールドスミス 映画「カプリコン・１」から「カプリコンワン」

沼尻竜典 シルヴェストリ 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」序曲

ゴールドスミス 映画「トワイライトゾーン/超次元の体験」から「組曲」

ゴールドスミス 映画「ランボー」から「ザ・ストロングメン」

ゴールドスミス 映画「トータル・リコール」から

ウィリアムズ 映画「インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説」 エンド・クレジット

ウィリアムズ 映画「ジュラシック・パーク」

ゴールドスミス 映画「エイリアン」エンド・タイトル

竹本泰蔵 ウィリアムズ 映画「ハリー・ポッターと賢者の石」からヘドウィグのテーマ

沼尻竜典 ショア 映画「ロード・オブ・ザ・リング」オープニング

エルフマン 映画「ミッション・インポッシブル」テーマ

ノーマン 映画「００７/ドクター・ノオ」テーマ

ゴールドスミス 映画「ネメシス/S.T.X.」から「新たなる旅立ち」

渡邉暁雄 グリーグ 「ペール・ギュント」組曲第１番 から 「朝」

山田一雄 チャイコフスキー 「くるみ割り人形」から 「小序曲」

南安雄 草川信 ゆりかごの歌

日本フィルハーモニー交響楽団 マーラー《交響曲第8番「千人の交響曲」》 小林研一郎

Sp：菅英三子、澤畑恵美、秋吉邦子/At：西明美、竹本節子/
Tn：伊達英二/Br：青戸知/Bs：ペテル・ミクラーシュ/
Chor：日本フィルハーモニー協会合唱団、武蔵野合唱団、
東京少年少女合唱隊

マーラー 交響曲 第８番 変ホ長調 「一千人の交響曲」 エクストン OVCL-00319 2008年5月21日 \3,500

竹本泰蔵 モリコーネ 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」

現田茂夫 サティ あなたが欲しい

日本フィルハーモニー交響楽団 ファン・ファン・ファンファーレ 竹本泰蔵 ニューマン 20世紀フォックス・オープニングファンファーレ キングレコード KICC-695 2008年6月25日 \2,000

ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」

ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」

チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31

キングレコード KICW-9087 2008年5月9日 \3,000SF&アクション・テーマ ベスト

沼尻竜典

沼尻竜典

竹本泰蔵

キングレコード日本フィルハーモニー交響楽団 0歳のクラシック ベスト

日本フィルハーモニー交響楽団 式典・パーティのBGM ベスト

2008年5月9日

KICW-9123

日本フィルハーモニー交響楽団

運動会の音楽 ベスト 山田一雄

竹本泰蔵

キングレコード

2008年5月9日

\3,0002008年5月9日

\3,000

2008年7月23日 \1,575

キングレコード

\3,000日本フィルハーモニー交響楽団 フル・オーケストラによる愛唱歌 ベスト 南安雄

日本フィルハーモニー交響楽団 KICW-9019

KICW-9027 2008年5月9日

KICW-9011

\2,300

COCQ-84492

キングレコード

日本フィルハーモニー交響楽団

コロムビア

ETERNAL～エターナル～ キングレコード KICC-681 2008年6月4日

\3,000

日本フィルハーモニー交響楽団 ムソルグスキー《展覧会の絵》/山田一雄 山田一雄



舞踏会の美女

シンコペーテッド・クロック

タイプライター

サンドペーパー・バレエ

ジャズ・ピチカート

ホーム・ストレッチ

そり滑り

トランペット吹きの休日

ワルツィング・キャット

セレナータ

トランペット吹きの子守唄

フィドル・ファドル

スコットランドのつりがね草

クリスマス・フェスティバル

プリンク・プレンク・プランク

チキン・リール

ブルー・タンゴ

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第２番

日本フィルハーモニー交響楽団 バリー 映画「ある日どこかで」から

大阪フィルハーモニー交響楽団 リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェラザード」から 第３楽章「若い王子と王女」

日本フィルハーモニー交響楽団
チャイコフスキー:バレエ音楽「くるみ割り人形」全曲
　～通常版～

西本智美 Chor：新座少年少女合唱団 チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 キングレコード KICC-715 2008年11月5日 \3,800

日本フィルハーモニー交響楽団
チャイコフスキー:バレエ音楽「くるみ割り人形」全曲
　～Limited Edition～

西本智美 Chor：新座少年少女合唱団 チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」 キングレコード KICC-90715 2008年11月5日 \4,500

渡辺俊幸 愛・未来（愛・地球博 開会式メインテーマ）

ロジャース/渡辺俊幸編 The Sound Of Music Medley

渡辺俊幸編 Disney Fantasy Overture(Medley)

マッカートニー/渡辺俊幸編 Michelle

ウィリアムズ/渡辺俊幸編 映画「スター・ウォーズ」より メインテーマ

秋桜

北の国から

かささぎ

天然色の化石

大河ドラマ「毛利元就」メインテーマ

連続テレビ小説「どんと晴れ」愛のテーマ

連続テレビ小説「どんと晴れ」ザッツ感動！

Ｎスペ「阪神大震災５年」悲しみを乗り越えて

 ドラマ「海峡」この至高なるもの

大河ドラマ「利家とまつ」颯流

ドラマ「大地の子」メインテーマ

芥川也寸志 チェロとオーケストラの為のコンチェルト・オスティナート

尾高尚忠 チェロ協奏曲 作品20

矢代秋雄 チェロ協奏曲

Vc：岩崎洸/Timp：有賀誠門 堀悦子 ティンパニ、チェロとオーケストラの為の協奏曲

ワルツィング・キャット

シンコペーテッド・クロック

トランペット吹きの休日

そり滑り

タイプライター

チキン・リール

ホーム・ストレッチ

サンドペーパー・バレエ

プリンク・プレンク・プランク

舞踏会の美女

ブルー・タンゴ

クリスマス・フェスティバル

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第３番 ニ短調 作品30

伊福部昭 「ピアノ組曲」から「七夕」

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

ショスタコーヴィチ 交響曲第１番ヘ短調作品10

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 ＴＶアニメ　ＴＹＴＡＮＩＡ－タイタニア（シングル） 竹本泰蔵 Tn：錦織健 高木洋/高取ヒデアキ タイタニア/あの宇宙を、征け/勝利 コロムビア COCC-16206 2008年11月19日 \1,260

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 ＴＶアニメ　ＴＹＴＡＮＩＡ－タイタニア 竹本泰蔵 Tn：錦織健 高木洋/高取ヒデアキ タイタニア/あの宇宙を、征け/第一楽章　疾風/第二楽章　旋風/第三楽章　暴風/第四楽章　凪 コロムビア COCX-35366 2009年2月18日 \3,150

ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲

一柳慧 交響曲 第７番 「イシカワ・パラフレーズ」 ～岩城宏之の追憶に～

武満徹 ３つの映画音楽 から ワルツ

ニコライ 弦楽のためのセレナード ハ長調 作品48 から 第２楽章「ワルツ」

J.シュトラウス Ⅰ 芸術家カドリール 作品201

ハイドン 交響曲 第30番 ハ長調 Hob．I‐30 「アレルヤ」

Warner Music Japan WPCS-12131 \1,500

2009年3月13日キング・インターナショナル

2008年4月23日オーケストラ・アンサンブル金沢 ハイドン《交響曲第30番》/一柳慧《交響曲第７番》他 井上道義

\2,500

\2,100

さだまさし/渡辺俊幸編

2009年3月11日アンダソン キングレコード KICG-8657

日本フィルハーモニー交響楽団

ミッフィー こころ育む クラシック 竹本泰蔵

Ｐｆ：舘野泉

日本フィルハーモニー交響楽団

ラフマニノフ《ピアノ協奏曲第３番》 渡邉暁雄

\2,800キングレコード 2008年7月23日

コロムビア 2008年7月23日 \1,575

KDC-21

FRCA-1202 \3,500

\1,800

ウィリー・シュタイナー Fl：ジャン・ピエール・ランパル コロムビア COCQ-84490

COCQ-84494

最新！フィギュア・スケート・クラシック！2008～2009 沼尻竜典

読売日本交響楽団 モーツァルト《フルート協奏曲》 \1,5752008年7月23日

TOWER　RECORDS　EMI　CLASSIC 2009年3月4日

2009年1月21日

竹本泰蔵 アンダソン

2008年10月8日キングレコード KICC-713

渡辺俊幸

ユーキャン

QIAG-50031

KICC-699日本フィルハーモニー交響楽団 舞踏会の美女～リロイ・アンダソン名曲コレクション

若杉弘

日本フィルハーモニー交響楽団 渡辺俊幸35周年記念コンサート 渡辺俊幸

さだまさし

日本フィルハーモニー交響楽団 チャイコフスキー、バルトーク ヴァイオリン協奏曲集 森正 Vn：潮田益子

\2,300

日本フィルハーモニー交響楽団
Vc：岩崎洸

読売日本交響楽団

現代日本チェロ名曲体系-1



オーケストラ・アンサンブル金沢 金聖響 ベートーヴェン 交響曲 第６番 ヘ長調 作品 「田園」 から 第1楽章

バッハ G線上のアリア

マーラー 交響曲 第５番 嬰ハ短調 から アダージェット

バーバー 弦楽のためのアダージョ

Vn：安永徹 ハルトマン 葬送協奏曲

ウォーロック キャプリオル組曲

Pf：市野あゆみ モーツァルト モーツァルト: ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調 K.482

ビゼー 小組曲「こどもの遊び」作品22

ドビュッシー バレエ音楽「おもちゃ箱」

オーケストラ・アンサンブル金沢 ベートーヴェン《ピアノ協奏曲第３番》、《悲愴ソナタ》 ギュンター・ピヒラー Pf：スタニスラフ・ブーニン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第３番 ハ短調 作品37/ ピアノ・ソナタ 第８番 ハ短調 作品13 「悲愴」 EMI TOCE-56093 2008年6月25日 \2,800

Cl：ヴェンゼル・フックス モーツァルト クラリネット協奏曲 イ長調 K.622

ベートーヴェン 交響曲 第２番 ニ長調 作品36

本名徹次 グリーグ 「ホルベア組曲」から「前奏曲」

セレナード ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」 から 第１楽章

ディヴェルティメント ニ長調 K.136 から 第１楽章

井上道義 交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」 から 第４楽章

金聖響 フリューゲルホルン：セルゲイ・ナカリャコフ 岩代太郎 Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｄａｙｓ

オーケストラ・アンサンブル金沢 ブラームス《交響曲第３番》 金聖響 ブラームス 交響曲 第３番 ヘ長調 作品90/ 大学祝典序曲 作品80 Avex Classics AVCL-25363 2008年9月24日 \2,100

オーケストラ・アンサンブル金沢 旬の音本舗 福田屋 クラシック優秀録音セレクション 金聖響 Sp：森麻季 フォーレ 「レクイエム」から「ピエ・イエス」 Avex Classics AVCL-25400 2009年2月18日 \2,100

外山雄三 京都幻想

横笛：赤尾三千子 石井眞木 笛独奏とオーケストラのための交響詩「祇王」～陰影の譜

林光 吹きぬける夏風の祭り

新実徳英 管弦楽のための「横豎（おうじゅ）」

細川俊夫 オーケストラのための「遠景」Ⅰ

京都市交響楽団 千住明《源氏物語》 大友直人 Sp：小林沙羅/Tn：松本薫平 千住明 詩篇交響曲「源氏物語」 EMI TOCT-26749 2008年12月17日 \3,000

大阪フィルハーモニー交響楽団 ブルックナー《ミサ曲へ短調》（原典版） 朝比奈隆 Sp：中沢桂/At：伊原直子/Tn：林誠/Bs：勝部太/T.C.F.合唱団 ブルックナー ミサ曲 へ短調 （原典版） ビクター VICC-60655 2008年6月25日 \2,500

ブラームス 交響曲 第２番 ニ長調 作品73

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」作品26

リムスキー・コルサコフ 交響組曲『シェエラザード』

ハチャトゥリヤン バレエ音楽「スパルタカス」から「よりスパルタカスとフリーギアのアダージョ」

ラフマニノフ ヴォカリーズ

Pf：渡邉康雄 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」（1911年版）

Chor：九響合唱団 ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

序曲「フィンガルの洞窟」（第４版/ロンドン第２稿）

交響曲 第３番 イ短調 作品56 「スコットランド」（ブライトコップ新版）

交響曲 第４番 イ長調 作品90 「イタリア」

\2,825東京ニューシティ管弦楽団 メンデルスゾーン《交響曲第３番、第４番》他 内藤彰 メンデルスゾーン Altus

エイベックス \1,890AVCL-25194 2008年4月30日
兵庫芸術文化センター管弦楽団

すべては音楽から生まれる・脳とクラシック
佐渡裕

2008年8月20日
モーツァルト《クラリネット協奏曲》/
ベートーヴェン《交響曲第２番》

沼尻竜典 Warner Music Japan WPCS-12135

\1,5002008年5月28日

\1,500

安永徹（リーダー） Warner Music Japan WPCS-12132オーケストラ・アンサンブル金沢

オーケストラ・アンサンブル金沢

モーツァルト《ピアノ協奏曲第22番》他

朝比奈隆

ALT-163 2008年12月20日

大阪フィルハーモニー交響楽団

秋山和慶

ビゼー《子供の遊び》、ドビュッシー《おもちゃ箱》 井上道義オーケストラ・アンサンブル金沢

九州交響楽団 秋山和慶＆九州交響楽団 バレエ・リュスの２大傑作 秋山和慶 フォンテック FOCD-9371 2008年6月20日

WPCS-12133 \1,500

2008年7月7日 \2,625ALM RECORDS ALCD-8032

\2,200

\3,570

フォンテック FOCD-9400 2008年11月28日

オーケストラ・アンサンブル金沢 目が覚めちゃった！
ギュンター・ピヒラー

広島交響楽団 秋山和慶＆広島交響楽団《シェエラザード》

大フィル サンデーコンサート Vol.1

モーツァルト Avex Classics

ワーナー・ミュージック・ジャパン 2008年6月25日

AVCL-25200 2008年8月20日 \1,890

京都市交響楽団 京都をイメージとした作品集 小泉和裕 COCO-70960 2008年12月17日 \1,050Denon



オーケストラ名 アルバムタイトル 指揮者 共演者 曲　目 曲　目 レーベル カタログ番号 発売日 定価 備考

Chor：山響アマデウスコア(＊)

交響曲 第１番 ハ長調 作品21

交響曲 第６番 ヘ長調 作品68 「田園」

交響曲 第８番 ヘ長調作品93

交響曲 第１番 ハ長調 作品21

交響曲 第６番 ヘ長調 作品68「田園」

交響曲 第８番 ヘ長調 作品93

交響曲 第３番 変ホ長調 作品55「英雄」

序曲「レオノーレ」第３番作品72

交響曲 第２番 ニ長調 作品36

交響曲 第７番 イ長調 作品92

「ラ・ヴァルス」

「鏡」

Vn：木嶋真優 「ツィガーヌ」

「クープランの墓」

「ボレロ」

ＮＨＫ交響楽団 ホルスト 組曲「惑星」から「木星」

新日本フィルハーモニー交響楽団 Tn：吉田浩之/Chor：栗友会 ベートーヴェン 交響曲 第９番 ニ短調 作品125 「合唱付」  第４楽章から マーチ部分

チャイコフスキー アンダンテ・カンタービレ

スメタナ 交響詩「モルダウ」

フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲

マーラー 交響曲第５番 から 第４楽章

バッハ 組曲 第３番 から 「アリア」

シエナ・ウインド・オーケストラ バーンスタイン ミュージカル「キャンディード」序曲

パリ管弦楽団 ベルリオーズ 幻想交響曲:から 第４楽章

ベルリン・ドイツ交響楽団 チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31

ＮＨＫ交響楽団 チャイコフスキー交響曲シリーズ ウラディーミル・アシュケナージ チャイコフスキー 交響曲 第２番 ハ短調 作品17 「小ロシア」 Exton OVCL-00374 2009年1月21日 \3,000 SACD

新日本フィルハーモニー交響楽団 下野竜也 Vn：川久保賜紀 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61 から 第３楽章

井上道義 ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466 から 第２楽章

沼尻竜典 ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467 から 第２楽章

金聖響 Vc：遠藤真理 オッフェンバック ジャクリーヌの涙

新日本フィルハーモニー交響楽団 The Best Wagner クリスティアン・アルミンク ワーグナー
歌劇「さまよえるオランダ人」序曲/ 歌劇「ローエングリン」第１幕への前奏曲/
歌劇「ローエングリン」から エルザの大聖堂への入場、第３幕への前奏曲/
歌劇「タンホイザー」序曲/ 楽劇「ワルキューレ」から 「ワルキューレの騎行」

エイベックス AVCL-25392 2008年12月3日 \2,500 HQCD

ブルックナー 交響曲 第９番 ニ短調

アーノルド ギターと弦楽のためのセレナード

カステルヌオーヴォ＝テデスコ ギター協奏曲 第１番 ニ長調 作品99

ディアンス タンゴ・アン・スカイ

Hp：朝川朋之/Sx：須川展也 カッチーニ アヴェ・マリア

サン・サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」から 「あなたの声に心は開く」

ベルリーニ 歌劇「ノルマ」から 「清らかな女神」

歌劇「トスカ」から 「トスかの接吻」

歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」

歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」

モリコーネ 映画「ミッション」から 「ガブリエルのオーボエ」

フォーレ 「レクイエム」から 「ピエ・イエス」

加藤昌則 スロヴァキアン・ラプソディ

朝川朋之 セレナード

大友直人 シベリウス 交響曲 第２番 ニ短調 作品43 から 第１楽章

飯森範親 ドヴォルザーク 交響曲 第９番 ホ短調 作品95 「新世界から」 から 第４楽章

日本フィルハーモニー交響楽団＋
　アーネム・フィルハーモニー管弦楽団

小林研一郎 チャイコフスキー 交響曲 第５番 ホ短調 作品64 から 第３楽章

太鼓：林英哲 松下功 和太鼓協奏曲「飛天遊」

太鼓：林英哲/Og：鈴木隆太 新実徳英 大太鼓とパイプオルガンのための協奏曲「風神・雷神」

太鼓：林英哲、英哲風雲の会 石井眞木 「モノプリズム」～日本太鼓群とオーケストラのための

太鼓：林英哲 林英哲 太鼓打つ子ら

東京都交響楽団 マーラー《交響曲第６番》 エリアフ・インバル マーラー 交響曲第６番イ短調「悲劇的」 フォンテック FOCD-9369 2008年5月20日 \2,800 SACD

東京都交響楽団 ブルックナー《交響曲第５番》 朝比奈隆 ブルックナー 交響曲第５番変ロ長調（原典版） 日本ビクター JMXR-30004 2009年1月28日 \4,200 XRCD

東京都交響楽団 マーラー《交響曲第８番》 エリアフ・インバル
Sp：澤畑恵美、大倉由紀枝、半田美和子/MS：竹本節子、
手嶋眞佐子/Tn：福井敬/Br：河野克典/Bs：成田眞/
Chor：ＮＨＫ東京児童合唱団、晋友会合唱団

マーラー 交響曲第８番変ホ長調「一千人の交響曲」 Exton OVCL-00379 2009年3月18日 \3,000 SACD

ブラームス 交響曲第１番ハ短調作品69

バッハ/スクロヴァチェフスキ トッカータとフーガ ニ短調 BWV.565

交響曲第４番へ短調作品36

幻想曲「テンペスト」作品18

ＮＨＫ交響楽団 ベートーヴェン交響曲シリーズ《交響曲第１番、第６番》他 ウラディーミル・アシュケナージ ベートーヴェン SACD

ＮＨＫ交響楽団
ベートーヴェン交響曲シリーズ《交響曲第１番、第６番》他
　（ダイレクト）

ウラディーミル・アシュケナージ ベートーヴェン

Exton OVCL-00304 2008年5月21日 \3,800

2008年5月21日 \35,000 ﾀﾞｲﾚｸﾄ

ＮＨＫ交響楽団 ベートーヴェン交響曲シリーズ《交響曲第３番》他 ウラディーミル・アシュケナージ SACD

ベートーヴェン交響曲シリーズ《交響曲第２番、第７番》 2008年7月23日 \3,000 SACD

ベートーヴェン

ＮＨＫ交響楽団 ウラディーミル・アシュケナージ ベートーヴェン

ＮＨＫ交響楽団 ラヴェル管弦楽作品集 ウラディーミル・アシュケナージ Exton OVCL-00351 2008年9月24日

Exton OVCL-00353 2008年10月22日

COGQ-34 2008年8月20日

読売日本交響楽団 チャイコフスキー《交響曲第４番》他 アレクサンドル・ラザレフ

ＳＨＭ

\3,000 SACD
Sx：須川展也

AVCL-25381

\3,000 SACDチャイコフスキー

ＳＡＣＤ、ＨＱＣＤ、ＸＲＣＤ等

Exton EXCL-00009

Exton OVXL-00025

\2,000

\5,000

2008年6月25日 \3,000

2008年4月23日AVCL-25192

ラヴェル

Exton

東京交響楽団 ARIAS 金聖響

HQCD2008年12月3日 \1,000

Aurora Classical OVCX-00045 2008年11月27日 \3,000 SACD

オーケストラ・アンサンブル金沢
The Best スペシャル

兵庫芸術文化センター管弦楽団

新日本フィルハーモニー交響楽団 ブルックナー《交響曲第９番》（原典版） 朝比奈隆

THE BEST 佐渡裕

XRCD

Pf：菊池洋子 モーツァルト エイベックス

SACD

SACD\2,940

HQCD

\3,465

\2,500

\3,000 SACD東京交響楽団 空叩光初白～空を叩いて 光、初めて白し ライブ！ 岩村力 2008年9月26日

2008年12月5日ビクター

2008年12月3日

JM-XR30003

エイベックス ALT-028

OVCL-00327

キングレコード KIGS-2

エイベックス
プッチーニ

佐渡裕

東京交響楽団

EXTON HIGH QUALITY Super Audio CD Sampler 2008年9月24日

読売日本交響楽団 ブラームス《交響曲第１番》他 スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ Denon

Exton OVCL-00362

山形交響楽団 モーツァルト・シリーズ Vol.1 飯森範親 モーツァルト
交響曲 第31番 二長調 K.297 「パリ」
交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
交響曲 ヘ長調 K.Anh.223（19a）



交響曲第１番ト短調作品13「冬の日の幻想」

幻想序曲「ロメオとジュリエット」

「雪娘」作品12から「道化師の踊り」

R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」作品30

ショスタコーヴィチ 交響曲第１番ヘ短調作品10

交響曲 第７番 イ長調 作品92

バレエ音楽《プロメテウスの創造物》序曲

交響曲 第１番 ハ短調 作品68

大学祝典序曲 作品80

モーツァルト ミサ曲 ハ短調 K.427 から 「聖霊によって処女マリアより御体を受け」

フォーレ 「レクイエム」から「ピエ・イエス」

「明日への遺言」愛する者へ

ポエジー

黄昏のワルツ

オーケストラ・アンサンブル金沢 相棒 Classical Collection=杉下右京 愛好クラシック作品集 井上道義 モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」 から 第3楽章 Avex Classics AVCL-25393 2008年12月24日 \2,800 HQCD

大阪フィルハーモニー交響楽団 シューベルト《交響曲第８番「ザ・グレイト」》 朝比奈隆 シューベルト 交響曲 第８番 ハ長調 D.944 「ザ・グレイト」 ポニー・キャニオン PCCL-50004 2008年9月17日 \2,800 HQCD

チャイコフスキー 交響曲 第５番 ホ短調 作品64 

スメタナ 交響詩「モルダウ」

リャードフ ８つのロシア民謡 作品58-3 「エレジー」

大阪フィルハーモニー交響楽団 ドヴォルザーク《交響曲第９番》 朝比奈隆 ドヴォルザーク 交響曲 第９番 ホ短調 作品95 「新世界から」 ポニー・キャニオン PCCL-50006 2008年9月17日 \2,800 HQCD

大阪フィルハーモニー交響楽団 R.シュトラウス《アルプス交響曲》 朝比奈隆 R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64 ポニー・キャニオン PCCL-50007 2008年9月17日 \2,800 HQCD

大阪フィルハーモニー交響楽団 ブルックナー《交響曲第８番》 朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第８番 ハ短調 （ハース版） 日本ビクター JMXR-30001 2008年12月5日 \4,200 XRCD

交響曲 第１番 ハ長調 作品21

交響曲 第２番 ニ長調 作品36

交響曲 第３番 変ホ長調 作品55 「英雄」

交響曲 第４番 変ロ長調 作品60

交響曲 第５番 ハ短調 作品67

交響曲 第６番 ヘ長調 作品68 「田園」

交響曲 第７番 イ長調 作品92

交響曲 第８番 ヘ長調 作品93

Sp：管英三子/At：伊原直子/Tn：福井敬/Br：多田羅迪夫
Chor：大阪フィルハーモニー合唱団

交響曲 第９番 ニ短調 作品125 「合唱付」

大阪フィルハーモニー交響楽団 プレシャス・クラシックス７ ブラビッシモ 朝比奈隆 リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」作品35 から 第３楽章 キングレコード KICC-90773 2009年1月7日 \1,980 SHMCD

Pf：伊藤恵 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９番 ニ短調

大阪フィルハーモニー交響楽団 ブルックナー《交響曲第７番》 朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第７番 ホ長調 （ハース版） ビクター JM-XR30006 2009年3月24日 \3,465 XRCD

大阪フィルハーモニー交響楽団 ベートーヴェン《交響曲第３番「英雄」》 朝比奈隆 ベートーヴェン 交響曲 第３番 変ホ長調 作品55 「英雄」 ビクター JM-XR30007 2009年2月25日 \3,465 XRCD

OVCL-00290 2008年12月12日アレクサンドル・ラザレフ チャイコフスキー Exton \3,000 SACD

大阪フィルハーモニー交響楽団 ベートーヴェン 交響曲全集 朝比奈隆 ベートーヴェン Exton

チャイコフスキー《交響曲第１番》他

AVCL-25383/4

読売日本交響楽団

OVCL-00354 2008年12月12日 \10,000 SACD

\3,465 SACDFOCD-9417

オーケストラ・アンサンブル金沢 THE BEST 森麻季 金聖響 Avex Classics \2,500 HQCD

HQCD

HQCD

オーケストラ・アンサンブル金沢 THE BEST 金聖響 金聖響

ベートーヴェン

ブラームス

Avex Classics

オーケストラ・アンサンブル金沢 THE BEST 加古隆 竹本泰蔵 Pf：加古隆 加古隆 Avex Classics AVCL-25388 2008年12月3日 \2,500

2008年12月3日 \2,500

2008年12月3日

2009年2月20日

Denon COCQ-84575

大阪フィルハーモニー交響楽団 朝比奈隆 生誕100年記念ライヴ！ 大植英次 フォンテック

AVCL-25385

読売日本交響楽団 R.シュトラウス《ツァラトゥストラはこう語った》 スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー 2009年2月18日 \2,625 HQCD

大阪フィルハーモニー交響楽団 チャイコフスキー《交響曲第５番》 朝比奈隆 ポニー・キャニオン PCCL-50005 2008年9月17日 \2,800 HQCD



オーケストラ名 アルバムタイトル 指揮者 共演者 曲　目 曲　目 レーベル カタログ番号 発売日 定価 備考

東京都交響楽団 名曲喫茶のクラシック～懐かしのクラシック小品集 石丸寛 ヴォルフ・フェラーリ 歌劇「マドンナの宝石」間奏曲 コロムビア COJO-9261 2008年4月23日 \3,990 ＬＰ

ＬＰ
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