
日本オーケストラ連盟加盟 会員オーケストラ

自主公演記録
（２００９年４月１日～２０１０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（ターリッヒ編) 組曲「利口な女狐の物語」

Vn：木嶋真優 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7番 ニ短調 作品70

2009/4/18 第518回 定期演奏会
札幌市立白石中、宮の丘中、
　藻岩中吹奏楽部

コーディル 吹奏楽のための民話

諏訪雅彦 16世紀のシャンソンによる変奏曲
島田尚美 コミカル★パレード
平田智暁 ネストリアン・モニュメント
藤代敏裕 マーチ「青空と太陽」
江原大介 躍動する魂～吹奏楽のための
大栗裕 吹奏楽のための「神話」―天の岩屋戸の物語による

Euph：外囿祥一郎 コスマ ユーフォニアム協奏曲

ホルスト
組曲「惑星」作品32から
　「火星」、「水星」、「木星」

宮沢和史／宮川彬良 島唄
喜納昌吉／宮川彬良 花～すべての人の心に花を～
宮川泰／宮川彬良 恋のバカンス

宮川彬良編
浅草オペラメドレー
　「ベアトリねえちゃん」、「恋はやさし野辺の花よ」、「女心の歌」

モノー／宮川彬良 愛の讃歌
レノン＋マッカートニー／宮川彬良 ヘイ・ジュード
ハムリッシュ／宮川彬良 映画「追憶」から 「追憶」
宮川彬良編 いい日旅立ち（ヨーロッパ編）
宮川彬良編 いい日旅立ち（アメリカ大陸編）
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

Vc：石川祐支/ Va：廣狩亮 R.シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」作品35
2009/5/30 第519回 定期演奏会

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」（改訂版）
Sp：針生美智子/
Tn：高橋淳/ Br：堀内康雄/
Ch：札響合唱団、
　　　札幌アカデミー合唱団、
　　　HBC少年少女合唱団

オルフ カルミナ・ブラーナ

2009/6/13 第520回 定期演奏会

チャイコフスキー
バレエ組曲「眠りの森の美女」作品66から
　「序奏とリラの精」、「パノラマ」、「ワルツ」

Vn：三上亮 グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82

チャイコフスキー
組曲「くるみ割り人形」作品71a から
　「小さい序曲」、「こんぺい糖の踊り」、「トレパーク」、「あし笛の踊り」、「花のワルツ」、
　「グラン・パ・ド・ドゥ」

チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」作品20から
　「情景」、「ワルツ」、「小さい白鳥の踊り」、「グラン・アダージョ」、「チャールダーシュ」、
　「終曲」

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」

2009/7/1 札幌交響楽団 深川公演 深川市文化交流ホール　み・らい
2009/7/10 札幌交響楽団 北斗公演 北斗市総合文化センター　かなでーる
2009/7/11 札幌交響楽団 江差公演 江差町文化会館

服部克久 銀河伝承
服部克久 やさしさを求めて
服部克久 響（Resonance）
マンシーニ／服部克久 ムーン・リバー
マッカートニー／服部克久 オブラディ・オブラダ
ミラー／服部克久 ムーンライト・セレナーデ
バッハ トッカータとフーガ ニ短調 BWV.565
さだまさし／渡辺俊幸 案山子
さだまさし 秋桜
さだまさし 風に立つライオン
服部克久編 映画音楽メドレー

以下、2009/6/30と同じ
以下、2009/6/30と同じ
以下、2009/6/30と同じ

服部克久
Vo：さだまさし
Og：米山浩子

2009/7/21
日本製紙Presents
　札響ポップスコンサートVol.7

札幌コンサートホールKitara大ホール

2009/6/30
士別市開拓110年記念
　札幌交響楽団 士別公演

士別市民文化センター 尾高忠明

2009/6/27
森の響フレンドコンサート
 札響名曲シリーズ Vol.1

札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

2009/6/12 第520回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 高関健

2009/5/29 第519回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

札幌コンサートホールKitara大ホール 円光寺雅彦

2009/5/17 アキラさんのモダンコンサート2009 札幌コンサートホールKitara大ホール 宮川彬良

札幌交響楽団

以下、2009/4/17と同じ

以下、2009/5/29と同じ

以下、2009/6/12と同じ

2009/4/17 第518回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール ラドミル・エリシュカ

2009/5/9 札響シンフォニック・ブラス2009
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宮川彬良 大発見マーチ
ベートーヴェン／宮川彬良 エリーゼのために

ブルクミュラー／宮川彬良
25の練習曲 作品100 から
　「貴婦人の乗馬」、「アラベスク」

メキシコ民謡／宮川彬良 チョップ・スティックス
宮川彬良 組曲「少年の時計」
リチャード・M.シャーマン／宮川彬良 シンフォニック！「メリー・ポピンズ」

2009/8/7 アキラさんの大発見コンサート
Pf：アンドレア・ルケシーニ モーツァルト ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調
2009/9/19 第521回 定期演奏会

メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」作品27
ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2009/10/17 第522回 定期演奏会

2009/10/31
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 ラドミル・エリシュカ スメタナ 連作交響詩「わが祖国」

エルガー 序曲「フロアサール」作品19
Vc：ガイ・ジョンストン エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

エルガー 変奏曲「なぞ」作品36
2009/11/14 第523回 定期演奏会

2009/11/17
ホクレンクラシックスペシャル
　札幌交響楽団 東京公演2009

東京オペラシティ・コンサートホール

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
ロッシーニ 歌劇「ブルスキーノ氏」序曲
ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」序曲
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」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
レスピーギ 交響詩「ローマの松」
ショスタコーヴィチ 交響詩「十月革命」作品131

Pf：ニコライ・ルガンスキー ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」全曲

2009/12/12 第524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」

チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」作品71a から
　「行進曲」、「アラビアの踊り」、「トレパーク」、
　「あし笛の踊り」、「花のワルツ」

ベートーヴェン 交響曲 第５番 ハ短調 作品67「運命」
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」

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」、「アラビアの踊り」、「トレパーク」、「あし笛の踊り」、「花のワルツ」

ベートーヴェン 交響曲 第５番 ハ短調 作品67「運命」

2009/12/26 札響の第9　2009 札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

Sp：半田美和子/ MS：加納悦子/
Tn：鈴木准/ Br：久保和範/
Ch：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」

2009/12/27 札響の第9　2009
Sp：針生美智子 ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

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
　「公爵様、あなたのようなお方は」

J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
J.シュトラウス ワルツ「春の声」作品410

レハール
喜歌劇「メリー・ウィドー」から
　「ヴィリアの歌」、「さあおいで、舞踏会のシレーヌたちよ」

J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」作品314
ベルリオーズ 序曲「海賊」作品21

Vn：シン・ヒョンス メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2010/1/30 第525回定期演奏会
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

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」
J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲
ブラッハー パガニーニの主題による変奏曲 作品26
リスト 交響詩「前奏曲」

以下、2009/8/7と同じ

Ch：札響合唱団

以下、2009/11/13と同じ

以下、2009/11/13と同じ

以下、2009/10/16と同じ

以下、2009/9/18と同じ

以下、2010/1/29と同じ

以下、2009/12/26と同じ

以下、2009/12/11と同じ

2010/2/11
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 円光寺雅彦

2010/1/29 第525回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール ジョセフ・ウォルフ

2010/1/23 札響 ニューイヤーコンサート in 小樽 小樽市民会館 梅田俊明

2009/12/23 札幌交響楽団 別海町演奏会 別海町町民体育館 高関健

2009/12/22 札幌交響楽団 クリスマスコンサート in いけだ 池田町田園ホール 高関健

2009/12/11 第524回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 広上淳一

2009/11/28
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 高関健

2009/11/13 第523回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

2009/10/16 第522回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール ゲルハルト・ボッセ

2009/9/18 第521回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

2009/8/7 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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Ｊ.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

ビゼー
「カルメン」組曲 第1番 から
　「間奏曲」、「闘牛士」

ベートーヴェン 交響曲 第５番 ハ短調 作品67 「運命」
Fl：工藤重典 モーツァルト フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313（285c）

ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 作品65
2010/2/27 第526回 定期演奏会

Fl：浅井良子 メルカダンテ フルートと弦楽オーケストラのための協奏曲
Va：滝本沙代 ウォルトン ヴィオラ協奏曲
Ob：髙橋美加 R.シュトラウス オーボエ協奏曲 ニ長調
Pf：池田茜 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op.16

ビゼー 「カルメン」組曲 第1番、第2番 から
ベートーヴェン 交響曲 第５番 ハ短調 作品67 「運命」
三善晃 交響3章
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2010/3/20 第527回 定期演奏会

以下、2010/2/26と同じ

以下、2010/3/19と同じ

2010/3/7 札幌交響楽団 スプリングコンサートin余市 余市町中央公民館 服部譲ニ

2010/3/19 第527回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 尾高忠明

2010/3/3 第153回日演連推薦/新人演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 高関健

2010/2/26 第526回 定期演奏会 札幌コンサートホールKitara大ホール 高関健

2010/2/12 札幌交響楽団 富良野ファミリーコンサート 富良野文化会館 円光寺雅彦

3ページ 01.札幌交響楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34 （抜粋）

ハチャトゥリヤン
バレエ音楽「ガイーヌ」から
　「剣の舞」、「レスギンカ舞曲」

久石譲／福嶋頼秀 「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
エルナンデス／福嶋頼秀 エル・クンバンチェロ

チャイコフスキー
組曲 第4番 ト長調 作品61 「モーツァルティアーナ」から
　「ジーグ」、「メヌエット」、「祈り」

Vn：佐藤俊介 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4番 ヘ短調 作品36
ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」作品4

ハーモニカ：和谷泰扶 ヴィラローボス ハーモニカ協奏曲
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」

2009/5/23 第237回 定期演奏会
ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲

Vn：奥村愛 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6番 ヘ長調 作品68 「田園」

2009/7/12 マイタウン・コンサート 岩沼市民会館
シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

Pf：津田裕也 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ラフマニノフ 交響的舞曲 作品45

2009/7/25 第239回 定期演奏会
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

Fl：戸田敦/ Hp：神谷朝子 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） から 第1楽章
Sp：臼木あい モーツァルト モテット「踊れ、喜べ、幸いな魂よ」K.165 から 第2、第3楽章

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」 から 第4楽章
エロルド 歌劇「ザンパ」序曲
イェッセル おもちゃの兵隊の観兵式 作品123
ビショップ／福嶋頼秀 はにゅうの宿
スッペ 喜歌劇「ボッカッチョ」から 「恋はやさし」
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
イヴァノヴィチ ワルツ「ドナウ川のさざ波」
ネッケ クシコスの郵便馬車
ガンヌ 行進曲「勝利の父」
船橋栄吉／福嶋頼秀 牧場の朝
古関裕而／福嶋頼秀 鐘の鳴る丘
中田喜直／福嶋頼秀 夏の思い出
古関裕而／福嶋頼秀 長崎の鐘
吉田正／福嶋頼秀 いつでも夢を
佐々紅華／福嶋頼秀 君恋し
吉田正／福嶋頼秀 有楽町で逢いましょう
見岳章／福嶋頼秀 川の流れのように
さとう宗幸／福嶋頼秀 青葉城恋唄
ブリテン ソワレ・ミュジカル 作品9

Va：清水直子 ウォルトン ヴィオラ協奏曲
エルガー 変奏曲「なぞ」作品36

2009/9/12 第240回 定期演奏会
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲

Pf：高橋礼恵 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3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

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 から 第1楽章
Vc：遠藤真理 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
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 から 第1楽章
Vn：漆原啓子 サラサーテ チゴイナーワイゼン 作品20

ベートーヴェン 「エグモント」序曲
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」の音楽 作品61から
　「スケルツォ」、「夜想曲」、「結婚行進曲」

Vn：郷古廉 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

2009/10/3 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

2009/10/3 仙台クラシックフェスティバル イズミティ21 大ホール 宮本文昭

2009/10/2 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

2009/9/19 名曲コレクション
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

岩村力

2009/9/11 第240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

ヘンリク・シェーファー

2009/8/23 甦る昭和 青春のメロディ 2
東京エレクトロンホール宮城
　（宮城県民会館）

渡邊一正

2009/8/4 気軽にクラシック Vol.4
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

山下一史

2009/7/24 第239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

2009/7/11 マイタウン・コンサート 栗原文化会館 小泉和裕

2009/5/22 第237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

2009/4/17 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

山下一史

仙台フィルハーモニー管弦楽団

2009/4/5 オーケストラと遊んじゃおう Vol.8
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

山下一史
共演：山口とも
協力：東北福祉大学吹奏楽部

Sp：菊地美奈/ Br：成田博之
Ch：仙台放送合唱団
　　　NHK仙台少年少女合唱団

以下、2009/5/22と同じ

以下、2009/7/11と同じ

以下、2009/7/24と同じ

以下、2009/9/11と同じ
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ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
ビゼー 組曲「カルメン」から 「アラゴネーズ」

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
　「若い王子と王女」、「バグダッドの祭り。海。船は青銅の騎士のある岩で難破。終曲」

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」、「「こんぺい糖の踊り」、「花のワルツ」

Tn：佐藤淳一 プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「だれも寝てはならぬ」
ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ヘンデル オラトリオ「メサイア」から 「ハレルヤ」
ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」から 「行け、わが思いよ、金色の翼に乗って」
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
エルガー 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調

2009/10/23 第241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
Sp：菅英三子/ At：菅有美子
Tn：中鉢聡/ Bs：志村文彦
Ch：仙台フィル・ヴェルディ合唱団

ヴェルディ レクイエム

2009/10/24 第241回 定期演奏会
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」

Pf：中村紘子 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」作品92

Vn：松山冴花 ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53
スーク 交響曲 第2番 ハ短調 「アスラエル」作品27

2009/11/14 第242回 定期演奏会
本間雅夫 管弦楽のためのポリ･オスティナート VI
早坂文雄 左方の舞と右方の舞
芥川也寸志 エローラ交響曲

Vn：渡辺玲子 新実徳英 ヴァイオリン協奏曲 第2番〔新作委嘱初演〕
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
組曲「くるみ割り人形」作品71a から
　「行進曲」、「トレパーク」、「こんぺい糖の踊り」、「花のワルツ」

アンダソン クリスマス・フェスティバル
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
R.シュトラウス 交響詩「ドン・ファン」作品20
R.シュトラウス 4つの最後の歌
リスト 交響詩「前奏曲」
ベートーヴェン 「エグモント」序曲

Sp：菅英三子/ At：菅有実子
Tn：水口聡/ Br：青戸知
Ch：仙台フィルと第九を歌う合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

Sp：砂田恵美/ Br：宮本益光 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「ドン・ジョヴァンニ」序曲

モーツァルト
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527 から
　「酒の歌『みんな楽しくお酒を飲んで」、ドン・ジョヴァンニのセレナード「窓べにいでよ」、
　「恋人よ、さあこの薬で」

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
　「わたしは鳥刺し」、「恋人か女房があればいいが」、「パパゲーノの死」、「パパパの二重
唱」

2010/1/9 名曲コレクション 岩手県民会館
2010/1/11 名曲コレクション いわき芸術文化交流館アリオス

プロコフィエフ 組曲「三つのオレンジへの恋」作品33a
ヴァスクス 弦楽のための交響曲「声」
ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

2010/1/23 第243回 定期演奏会
シューマン 「マンフレッド」序曲

Pf：河村尚子 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
シューマン 交響曲 第4番 ニ短調 作品120

2010/2/20 第244回 定期演奏会
ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」作品9
フロラン・シュミット バレエ組曲「サロメの悲劇」作品50

Sp：佐藤ひさら バーバー アンドロマケの別れ 作品39
ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

2010/3/20 第245回 定期演奏会
2010/3/22 東京特別演奏会 すみだトリフォニーホール

2009/12/6 詩的なオーケストラ
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

小泉和裕

2009/12/3 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

海老原光

2009/11/27 日本の現代作曲家
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

梅田俊明

2009/11/13 第242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

 レオシュ・　スワロフスキー

2009/10/27 特別演奏会 電力ホール 現田茂夫

2009/10/4 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

2009/10/4 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

名曲コレクション2010/1/8

2009/12/23 「第九」特別演奏会

2010/1/22 第243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

アラン・ブリバエフ

2010/2/19 第244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

2010/3/19 第245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

以下、2009/10/23と同じ

以下、2009/11/13と同じ

以下、2010/1/8と同じ

山下一史福島市音楽堂

東京エレクトロンホール宮城
　（宮城県民会館）

小林研一郎

Sp：鈴木慶江/ At：金子美香
Tn：佐藤淳一/ Br：河野克典
Ch：せんくら合唱団

Sp：津山恵
朗読：茅根利安

以下、2010/3/19と同じ

以下、2010/1/8と同じ

以下、2010/1/22と同じ

以下、2010/2/19と同じ

以下、2010/3/19と同じ
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Fl：櫻井希 ジョリヴェ フルートと弦楽のための協奏曲（フルート協奏曲 第1番）
Cl：高田仁美 ヒンデミット クラリネット協奏曲
Pf：金野由佳 モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
Pf：岡崎咲子 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31番 ニ長調 K.297（300a） 「パリ」
ハイドン 交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

2010/3/26 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

岩村力
仙台市青年文化センター
　コンサートホール

オーケストラの日
　～時代を先駆けた交響曲～

2010/3/31
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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

Pf：ショーン・ケナード ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
メンデルスゾーン 交響曲 第5番 ニ短調 作品107 「宗教改革」
ラヴェル なき王女のためのパヴァーヌ

Vn：滝千春 ラロ スペイン交響曲 作品21
カリンニコフ 交響曲 第2番 イ長調

2009/5/17 第197回 定期演奏会 山形テルサ
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 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
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」
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」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番）

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

2009/6/8 西中学校 同校体育館
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
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. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章

2009/6/9 荒砥小学校 同校体育館
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 
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46 から 「朝」
アンダソン 踊る子猫
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

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
2009/6/15 神町小学校 同校体育館

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 「闘牛士」
アンダソン プリンク・プレンク・プランク
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 から 第1楽章
平吉毅州／山形交響楽団 気球に乗ってどこまでも
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46 から 「朝」
アンダソン プリンク・プレンク・プランク

ビゼー
「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」

ディ・カプア／木島由美子 オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

アンサンブルの勉強
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 から 第1楽章
山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

2009/6/20 東京特別演奏会「さくらんぼコンサート2009」  東京オペラシティ　コンサートホール 以下、2009/5/16と同じ

以下、2009/5/16と同じ

以下、2009/6/8と同じ

以下、2009/6/9と同じ

以下、2009/6/15と同じ

2009/6/16 陵西中学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/6/16 柴橋小学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/6/15 神町小学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/6/9 鮎貝小学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/6/8 東中学校 同校体育館 佐藤寿一

飯森範親山形テルサ第197回 定期演奏会2009/5/16

山形交響楽団

2009/4/17 第196回 定期演奏会 山形県民会館 下野竜也
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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 「闘牛士」
J.シュトラウス ポルカ「観光列車」作品281 
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV.1068から 「エール」（G線上のアリア）

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
杉本竜一／山形交響楽団 Believe
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
J.シュトラウス ポルカ「観光列車」作品281 

ビゼー
「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」

モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

2009/6/24 寒河江中部小学校 同校体育館
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 
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
スーザ 美中の美

リズムの勉強

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
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 作品46 から 「朝」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

杉本竜一／山形交響楽団 Believe
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 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・ラ・ホーン・パイプ」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
J.シュトラウス ポルカ「観光列車」作品281 
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
バッハ カンタータ「心と口と行いと命」 BWV.147から 「主よ、人の望みの喜びよ」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう
いずみたく／山形交響楽団 手にひらを太陽に
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
　「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 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番）
バッハ カンタータ「心と口と行いと命」 BWV.147から 「主よ、人の望みの喜びよ」

木島由美子編
ビートルズ・メドレー
　「Yesterday」、「ミッシェル」、「ヘイ・ジュード」、「レット・イット・ビー」

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 から 第1楽章

以下、2009/6/24と同じ

佐藤寿一

佐藤寿一

佐藤寿一

2009/6/26 河北中学校 サハトべに花

同校体育館醍醐小学校2009/6/26

2009/6/25 袖崎小学校 同校体育館

2009/6/25 寒河江小学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/6/24 寒河江中部小学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/6/23 相模小学校 同校体育館 佐藤寿一
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スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
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
「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」

ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
久石譲／木島由美子 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
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」 から 第1楽章
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと
スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
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
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
プライアー 口笛吹きと犬

楽器の勉強

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 から 第1楽章
杉本竜一／山形交響楽団 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」

ビゼー
「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 
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
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46 から 「朝」
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

リズムの勉強
アンサンブルの勉強

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと
杉本竜一／山形交響楽団 Believe
山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
アンダソン 踊る子猫
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 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 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 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
プライアー 口笛吹きと犬
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

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
スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」

アンサンブルの勉強
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
アンダソン シンコペーテッド・クロック

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 から 第1楽章
山形県民謡／村川千秋 最上川舟歌

佐藤寿一

佐藤寿一

大井剛史

同校体育館東根第一中学校2009/7/10

2009/7/9 梨郷小学校 同校体育館

2009/7/9 沖郷小学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/6/30 小国町小学校 合同音楽教室 小国中学校体育館 大井剛史

2009/6/29 高崎小学校 同校体育館 大井剛史

同校体育館豊田小学校2009/6/29
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スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
アンダソン 踊る子猫
タイケ 行進曲「旧友」
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 から 第1楽章
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

杉本竜一／山形交響楽団 Believe
ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
バッハ カンタータ「心と口と行いと命」 BWV.147から 「主よ、人の望みの喜びよ」
松尾善雄／若松正司 天使の羽のマーチ
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）

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」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
Va：清水直子 バルトーク ヴィオラ協奏曲

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 「ワーグナー」
2009/7/25 庄内定期演奏会 第9回酒田公演 希望ホール

モーツァルト 交響曲 変ロ長調 K.214（45b）
モーツァルト 交響曲 ヘ長調 K.75

Sp：吉原圭子/ At：斉藤雅子/
Tn：佐藤淳一/ Bs：井上雅人/
Ch：山響アマデウスコア

モーツァルト ミサ曲 ハ長調 K.317 「戴冠式ミサ」

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲
Pf：田部京子 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
2009/8/23 第199回 定期演奏会 山形県県民会館
2009/8/31 山辺小学校 山形県山辺町

ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
アンダソン 踊る子猫
プライアー 口笛吹きと犬
ミヒャエリス 森の鍛冶屋
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 から 第2楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

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」

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
「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」
楽器の勉強

J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
村井邦彦／山形交響楽団 翼をください
福島県民謡／山形交響楽団 会津磐梯山
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 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
アンダソン 踊る子猫
タイケ 行進曲「旧友」
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228
中田喜直／蜂谷深 夏の思い出
杉本竜一／山形交響楽団 Believe

以下、2009/6/24と同じ

以下、2009/8/22と同じ

2009/9/2 真室川町小学校 合同音楽鑑賞会 真室川中央公民館 大井剛史

2009/9/1 野田小学校② 同校体育館 大井剛史

2009/9/1 野田小学校① 同校体育館 大井剛史

2009/8/22 庄内定期演奏会 第13回鶴岡公演 鶴岡市民文化会館 阪哲朗

2009/7/31 第7回 モーツァルト定期演奏会 山形テルサ 飯森範親

2009/7/24 第198回 定期演奏会 山形テルサ 飯森範親

2009/7/13 干布小学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/7/13 天童南部小学校 同校体育館 佐藤寿一
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ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
バッハ カンタータ「心と口と行いと命」 BWV.147から 「主よ、人の望みの喜びよ」
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番）
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

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」

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 から 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
スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46 から 「朝」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2

楽器の勉強
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番）
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

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」

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 から 第1楽章
2009/9/3 鶴岡市内高校 音楽鑑賞会②

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ビゼー
「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」

モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
アンダソン シンコペーテッド・クロック
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番）
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
中田喜直／蜂谷深 夏の思い出
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. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

村井邦彦／山形交響楽団 翼をください
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと
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 作品46 から 「朝」
スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番）
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

ビゼー
「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」

ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
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 「闘牛士」
バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV.1068から 「エール」（G線上のアリア）
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
久石譲／山形交響楽団 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

以下、2009/9/3と同じ

2009/9/25 富並小学校 同校体育館 大井剛史

2009/9/24 西川町中学校 合同音楽鑑賞会 西川中学校体育館 大井剛史

2009/9/24 西川町小学校 合同音楽鑑賞会 西川中学校体育館 大井剛史

2009/9/4 鳥海中学校 同校体育館 大井剛史

2009/9/3 鶴岡市内高校 音楽鑑賞会① 鶴岡市文化会館 大井剛史

2009/9/2 真室川町中学校 合同音楽鑑賞会 真室川中央公民館 大井剛史
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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 「闘牛士」

アンサンブルの勉強
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
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 スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
バッハ カンタータ「心と口と行いと命」 BWV.147から 「主よ、人の望みの喜びよ」

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
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

リズムの勉強
アンダソン プリンク・プレンク・プランク
タイケ 行進曲「旧友」
プライアー 口笛吹きと犬

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
杉本竜一／山形交響楽団 Believe
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 作品46 から 「朝」
スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ビゼー
「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 
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと
モーツァルト 交響曲 第7番 ニ長調 K.45

Ob：佐藤麻咲 モーツァルト オーボエ協奏曲 ハ長調 K.271k
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550
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

楽器の勉強
モーツァルト セレナード 第13番 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
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

久石譲／山形交響楽団 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
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・ラ・ホーン・パイプ」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番）
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV.1068から 「エール」（G線上のアリア）
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46 から 「朝」
スーザ 美中の美
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番）
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

ビゼー
「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 スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと

工藤俊幸同校体育館

山形テルサ 飯森範親

佐藤寿一同校体育館

同校体育館

2009/10/8 酒田第四中学校 同校体育館 工藤俊幸

2009/10/7 金山中学校 同校体育館 工藤俊幸

金山小学校2009/10/7

2009/10/3 第8回 モーツァルト定期演奏会

三川中学校2009/9/28

2009/9/28 湯田川小学校 佐藤寿一

2009/9/25 戸沢小学校 同校体育館 大井剛史
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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」
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46 から 「朝」

ビゼー
「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」
アンサンブルの勉強

アンダソン プリンク・プレンク・プランク
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 から 第1楽章
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと
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 シンコペーテッド・クロック

ビゼー
「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 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
南安雄／山形交響楽団 歌はともだち
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
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 美中の美

ビゼー
「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 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
杉本竜一／山形交響楽団 Believe
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228
サン＝プルー／神津善行 2人の天使
ロドリーゴ／神津善行 「恋のアランフェス」から
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
神津善行編 チャップリン名曲集
神津善行 音楽物語「傷ついた渡り鳥」
ガーシュイン パリのアメリカ人

Pf：三舩優子 ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26
モーツァルト セレナード 第13番 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
アンダソン プリンク・プレンク・プランク
ミヒャエリス 森の鍛冶屋
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 から 第2楽章
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

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
村井邦彦／山形交響楽団 翼をください
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
スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

語り：中村メイコ、神津カンナ、
　　　神津はづき
箏：松坂典子/ 琵琶：坂田美子/
Sp：高橋薫子

佐藤寿一同校体育館

一関市文化センター 神津善行

2009/10/15 宮野浦小学校 同校体育館 佐藤寿一

琢成小学校2009/10/15

2009/10/12 親子名曲コンサート

2009/10/9 山形南小学校 同校体育館 工藤俊幸

2009/10/9 寺津小学校 同校体育館 工藤俊幸

2009/10/8 酒田第五中学校 同校体育館 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」
アンダソン 踊る子猫
スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

杉本竜一／山形交響楽団 Believe
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと
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・ラ・ホーン・パイプ」
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」

楽器の勉強
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
バッハ カンタータ「心と口と行いと命」 BWV.147から 「主よ、人の望みの喜びよ」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228
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」

楽器について学んでみよう
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」から 「春」 第1楽章
栃木県民謡／木島由美子 八木節
スーザ オーケストラと共演しよう（美中の美）
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
佐藤長助 校歌
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

楽器について学んでみよう
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」から 「春」 第1楽章
栃木県民謡／木島由美子 八木節
久石譲／山形交響楽団 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
海鉾義美 校歌

2009/10/21 広田中学校 同校体育館
2009/10/22 大船渡第一中学校 同校体育館
2009/10/23 宝江小学校 同校体育館

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 美中の美
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 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」から 「春」 第1楽章
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」
校歌制定委員会／野崎哲郎 校歌

2009/10/27 峰浜中学校 同校体育館
2009/10/28 田代小学校 同校体育館
2009/10/29 戸島小学校 同校体育館
2009/10/30 鶴舞小学校 同校体育館

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
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（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
　「前奏曲」、「アラゴネーズ」、「アルカラの竜騎兵」、「闘牛士」

ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
杉本竜一／山形交響楽団 Believe
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

2009/11/4 亀城小学校 同校体育館

以下、2009/10/19と同じ
以下、2009/10/20と同じ

以下、2009/10/19と同じ
以下、2009/10/20と同じ

以下、2009/10/19と同じ

以下、2009/10/20と同じ
以下、2009/10/20と同じ

以下、2009/11/4と同じ

2009/11/4 鳥海小学校 大井剛史同校体育館

2009/10/26 みたけ養護学校 同校体育館 工藤俊幸

2009/10/20 女川第一小学校 同校体育館 工藤俊幸

2009/10/19 鳴瀬第一中学校 同校体育館 工藤俊幸

2009/10/16 中平田小学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/10/16 北平田小学校 同校体育館 佐藤寿一

8ページ 3.山形交響楽団



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」
アンサンブルの勉強

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46 から 「朝」
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

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」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
岡野貞一／蜂谷深 ふるさと
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

リズムの勉強
モーツァルト セレナード 第13番 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
プライアー 口笛吹きと犬

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」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
杉本竜一／山形交響楽団 Believe
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・ラ・ホーン・パイプ」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」
ミヨー フランス組曲 作品248から 「プロバンス」
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
バッハ カンタータ「心と口と行いと命」 BWV.147から 「主よ、人の望みの喜びよ」
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

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」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
上柴はじめ／山形交響楽団 青い空に絵をかこう
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

2009/11/11 尾花沢市内小学校 合同演奏会 サルナート
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」
タイケ 行進曲「旧友」
J.シュトラウス ポルカ「観光列車」作品281 
プライアー 口笛吹きと犬
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（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 「闘牛士」

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
村井邦彦／山形交響楽団 翼をください
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
タイケ 行進曲「旧友」
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
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 から 第2楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228
ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲
佐藤敏直 星と大地によせる舞曲
シベリウス 組曲「カレリア」作品11
ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」(1945年版）

2009/11/21 第200回記念 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」
J.シュトラウス ポルカ「観光列車」作品281 
プライアー 口笛吹きと犬
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（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 「闘牛士」
モーツァルト セレナード 第13番 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

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」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
久石譲／木島由美子 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」

以下、2009/11/21と同じ

大井剛史山形県酒田市

同校体育館 大井剛史

以下、2009/11/10と同じ

2009/11/24 金剛沢小学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/11/21 第200回記念 定期演奏会 山形テルサ
飯森範親
村川千秋
黒岩英臣

2009/11/13 鶴岡高等養護学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/11/12 蔵増小学校 同校体育館 大井剛史

2009/11/10 黒森小学校 同校体育館 大井剛史

浜中小学校2009/11/10

2009/11/5 庄内農業高等学校
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スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
タイケ 行進曲「旧友」
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
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 から 第2楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

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
タイケ 行進曲「旧友」
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
村川千秋 音楽なぞなぞ ～うさぎ・たぬき・ぞう

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

2009/12/9 山形養護学校 同校体育館
エルガー 変奏曲「なぞ」作品36
ルトスワフスキ 小組曲
シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43

2009/12/20 庄内定期演奏会 第10回 酒田公演 希望ホール
壺井一歩 はるかな祭と海

Pf：コルネリア・ヘルマン ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15
Ch：山響アマデウスコア ブラームス 運命の歌 作品54

2010/1/17 第202回 定期演奏会 山形テルサ
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」
プライアー 口笛吹きと犬
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
モーツァルト セレナード 第13番 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

木島由美子編
ジブリメドレー2009
　「いつも何度でも」、「人生のメリーゴーランド」、「崖の上のポニョ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
久石譲／木島由美子 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26

Vn：村川千尋 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
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 セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

Hr：八木健史 モーツァルト ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447
モーツァルト アダージョとフーガ ハ短調 K.546
モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a）
モーツァルト 交響曲 ニ長調 K.95（73n）

2010/2/14   飯森＆山響　モーツァルト シンフォニーサイクル　  庄内町文化創造館　響ホール
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「四季」 から 「春」 第1楽章
J.シュトラウス Ⅰ 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
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
栃木県民謡／木島由美子 八木節
久石譲／山形交響楽団 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
岡本敏明／佐藤寿一 校歌

2010/3/3 女川第一小学校 同校体育館
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」
スーザ 美中の美
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」 から 「春」 第1楽章
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5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」 第4楽章
栃木県民謡／木島由美子 八木節
福井文彦／佐藤寿一 校歌
グリンカ スペイン序曲 第1番 「ホータ・アラゴネーサ」

Vn：高木和弘 グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82
リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」作品35

2010/3/14 第203回 定期演奏会 鶴岡市文化会館
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
モーツァルト オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K.370（368b）
ドヴォルザーク チェコ組曲 ニ長調 作品39から 「ポルカ」
ビゼー 指揮者体験コーナー（「カルメン」組曲 第1番 から 「闘牛士」）
久石譲／木島由美子 オーケストラとレッツ・トライ：映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 から 第1楽章

以下、2009/12/8と同じ

以下、2010/3/13と同じ

以下、2009/12/19と同じ

以下、2010/1/16と同じ

以下、2010/2/14と同じ

以下、2010/3/2と同じ

飯森範親山形テルサ

山形テルサ ミハウ・ドヴォジンスキ

2010/3/28 オーケストラの日 山形県民会館 飯森範親

2010/3/13 第203回 定期演奏会 山形県民会館 広上淳一

2010/3/4 大谷中学校 はまなすホール 工藤俊幸

2010/3/2 鶴舞小学校 同校体育館 工藤俊幸

2010/2/13 第9回 モーツァルト定期演奏会 山形テルサ 飯森範親

2010/1/30  定期演奏会200回記念　特別演奏会「村川千秋の山形テルサ 村川千秋

2010/1/22 津山小学校 同校体育館 大井剛史

第202回 定期演奏会2010/1/16

2009/12/19 第201回 定期演奏会

2009/12/8 米沢養護学校 同校体育館 佐藤寿一

2009/11/30 新庄養護学校 同校体育館 佐藤寿一
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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
ベートーヴェン 「アテネの廃墟」作品113から 「トルコ行進曲」
ヴォーン・ウィリアムズ 「イギリス民謡組曲」から 第1曲 「マーチ」
グリーグ 4つのノルウェー舞曲 作品35から 第2番
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「観光列車」作品281 
ボッケリーニ 弦楽五重奏曲 ホ長調 作品11-5 から 第3楽章「メヌエット」
シューマン 「子どもの情景」から 「トロイメライ」
ボロディン 交響詩「中央アジアの草原で」
フチーク 剣士の入場 作品68
アンダソン ホーム・ストレッチ
アンダソン ブルー･タンゴ
アンダソン ジャズ・ピチカート

ドリーブ
バレエ音楽「コッペリア」から
　「序奏とマズルカ」、「チャールダーシュ」、「ワルツ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」から 第2楽章
宮川彬良 オーケストラの森
フチーク 剣士の入場 作品68
アンダソン ホーム・ストレッチ
アンダソン ブルー･タンゴ
アンダソン ジャズ・ピチカート

ドリーブ
バレエ音楽「コッペリア」から
　「序奏とマズルカ」、「チャールダーシュ」、「ワルツ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」から 第2楽章
宮川彬良 オーケストラの森
山本直純 歌えバンバン
フチーク 剣士の入場 作品68
アンダソン ホーム・ストレッチ
アンダソン ブルー･タンゴ
アンダソン ジャズ・ピチカート

ドリーブ
バレエ音楽「コッペリア」から
　「序奏とマズルカ」、「チャールダーシュ」、「ワルツ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」から 第2楽章
宮川彬良 オーケストラの森
ワーク 大きな古時計
フチーク 剣士の入場 作品68
アンダソン ホーム・ストレッチ
アンダソン ブルー･タンゴ
アンダソン ジャズ・ピチカート

ドリーブ
バレエ音楽「コッペリア」から
　「序奏とマズルカ」、「チャールダーシュ」、「ワルツ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」から 第2楽章
宮川彬良 オーケストラの森
久石譲／和田薫 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

2009/4/24 音楽教室 板倉町立北小学校
2009/4/27 音楽教室 東吾妻町立東小学校 鈴木織衛
2009/4/27 音楽教室 高山村立中学校
2009/5/1 音楽教室 草津町総合体育館 大井剛史
2009/5/1 音楽教室 草津町総合体育館 大井剛史
2009/5/7 音楽教室 下仁田町立小学校　体育館 大井剛史
2009/5/7 音楽教室 下仁田町立小学校　体育館 大井剛史
2009/5/8 音楽教室 みなかみ町観光会館

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」から 「冬」
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D759 「未完成」
シューマン 交響曲 第１番 変ロ長調 作品38 「春」

2009/5/12 高校 音楽教室 かぶら文化ホール
2009/5/13 高校 音楽教室 太田市新田文化会館

フチーク 剣士の入場 作品68
アンダソン ホーム・ストレッチ
アンダソン ブルー･タンゴ
アンダソン ジャズ・ピチカート
民謡／アイヴソン フレール・ジャック

ドリーブ
バレエ音楽「コッペリア」から
　「序奏とマズルカ」、「チャールダーシュ」、「ワルツ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」から 第2楽章
モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a） 第1楽章

2009/5/15 音楽教室 新町文化ホール 鈴木織衛

2009/5/11 高校 音楽教室 安中市文化センター 橘直貴

2009/4/24 音楽教室 板倉町立西小学校 上野正博

2009/4/23 音楽教室 板倉町立東小学校 上野正博

上野正博板倉町立南小学校音楽教室2009/4/23

2009/4/22 音楽教室 嬬恋村立西中学校 松元宏康

群馬交響楽団

2009/4/22 音楽教室 嬬恋村立東中学校体育館 松元宏康

以下、2009/4/24と同じ
以下、2009/4/24と同じ

以下、2009/4/27と同じ
以下、2009/4/24と同じ
以下、2009/4/22-1と同じ
以下、2009/4/24と同じ
以下、2009/4/22-2と同じ

以下、2009/5/7-1と同じ

以下、2009/5/11と同じ
以下、2009/5/11と同じ

1ページ 4.群馬交響楽団



スヴェトラノフ 平原の夜明け
Pf：野原みどり 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4番 ヘ短調 作品36
2009/5/25 音楽教室 吉岡町立明治小学校　体育館 鈴木織衛
2009/5/26 音楽教室 片品村文化センター 鈴木織衛
2009/5/27 音楽教室 箕郷文化会館 松本宏康

フチーク 剣士の入場 作品68
アンダソン ホーム・ストレッチ
アンダソン ブルー･タンゴ
アンダソン ジャズ・ピチカート

ドリーブ
バレエ音楽「コッペリア」から
　「序奏とマズルカ」、「チャールダーシュ」、「ワルツ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」から 第2楽章
宮川彬良 オーケストラの森
平吉毅州 気球に乗ってどこまでも
フチーク 剣士の入場 作品68
アンダソン ホーム・ストレッチ
アンダソン ブルー･タンゴ
アンダソン ジャズ・ピチカート

ドリーブ
バレエ音楽「コッペリア」から
　「序奏とマズルカ」、「チャールダーシュ」、「ワルツ」

ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」から 第2楽章
宮川彬良 オーケストラの森
リチャード・M.シャーマン＋
　ロバート・B.シャーマン

子どもの世界

2009/5/29 音楽教室 吉岡町立駒寄小学校　体育館 松元宏康
2009/5/29 音楽教室 吉岡町立駒寄小学校　体育館

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」
Sp：國光ともこ オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「バルカローレ」

ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」から 第2楽章
J.シュトラウス チク・タク・ポルカ 作品365

Sp：國光ともこ モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」から 「愛の神よ照覧あれ」
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲

Sp：國光ともこ ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」から 「今の歌声は」
ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」
ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」序曲
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D759 「未完成」
ドヴォルザーク 交響曲 第８番 ト長調 作品88

2009/6/9 高校 音楽教室
2009/6/10 高校 音楽教室 藤岡市みかぼみらい館
2009/6/11 高校 音楽教室 吾妻郡文化会館
2009/6/12 高校 音楽教室 桐生市市民文化会館

Vn：堀米ゆず子 コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲

Sp：大久保陽子 ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」から 「今の歌声は」
J.シュトラウス チク・タク・ポルカ 作品365
ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」から 第2楽章
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」

Sp：大久保陽子 オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「バルカローレ」
Sp：大久保陽子 プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」

ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」
2009/6/23 音楽教室
2009/6/24 音楽教室
2009/6/24 音楽教室

アンダソン 舞踏会の美女
ドビュッシー 小組曲
青島広志 イソップ動物記

2009/6/25 音楽教室
2009/6/26 音楽教室
2009/6/26 音楽教室 桐生市市民文化会館
2009/7/6 音楽教室 群馬音楽センター 大井剛史 Sp：湯浅桃子
2009/7/6 音楽教室
2009/7/7 音楽教室 利根沼田文化会館
2009/7/7 音楽教室

モーツァルト セレナード 第6番 ニ長調 K.239
Pf：梯剛之 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
2009/7/11 第４３回まえばし市民名曲コンサート 前橋市民文化会館 阪哲朗

2009/6/25 音楽教室 桐生市市民文化会館 上野正博

以下、2009/6/8と同じ

川瀬賢太郎

2009/6/23 音楽教室 太田市新田文化会館 上野正博

高校 音楽教室2009/6/8

2009/6/20 第455回 定期演奏会

2009/6/5 音楽教室 かぶら文化ホール

松元宏康箕郷文化会館音楽教室2009/5/28

大井剛史

2009/5/28 音楽教室 箕郷文化会館 松元宏康

2009/5/23 第454回 定期演奏会 群馬音楽センター ロッセン・ゲルゴフ

以下、2009/4/24と同じ
以下、2009/4/24と同じ
以下、2009/4/22-2と同じ

以下、2009/4/24と同じ
以下、2009/4/22-2と同じ

以下、2009/6/23と同じ

松沼俊彦群馬音楽センター

群馬音楽センター

以下、2009/6/8と同じ
以下、2009/6/8と同じ
以下、2009/6/8と同じ

以下、2009/6/23と同じ
以下、2009/6/23と同じ

以下、2009/6/25と同じ
以下、2009/6/25と同じ

以下、2009/6/23と同じ
以下、2009/6/5-2と同じ

以下、2009/7/6と同じ
以下、2009/7/6と同じ

以下、2009/7/7と同じ
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メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61 序曲
Tp：太田恭史 ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
2009/7/14 高校 音楽教室 常磐高校体育館
2009/7/15 高校 音楽教室 安中市文化センター
2009/7/16 高校 音楽教室 前橋市民文化会館
2009/7/16 高校 音楽教室
2009/7/17 高校 音楽教室 玉村町文化センター

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲
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
Pf：須藤千晴 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」（1947年版）

2009/7/25 第456回 定期演奏会 群馬音楽センター

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」

チャイコフスキー 音楽物語「白鳥の湖」（バレエつき）
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
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」
植松伸夫 ファイナル・ファンタジー

2009/8/9 夏休みコンサート 群馬音楽センター
2009/8/24 音楽教室 館林市文化会館

2009/9/5 第457回 定期演奏会 群馬音楽センター 小林研一郎
Sp：菅英三子/ MS：相田麻純
Tn：水口聡/ Bs：福島明也
Ch：群馬交響楽団合唱団

ヴェルディ レクイエム

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」
Sp：佐藤奈加子 オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「バルカローレ」

ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」から 第2楽章
J.シュトラウス チク・タク・ポルカ 作品365

Sp：佐藤奈加子 グノー 歌劇「ファウスト」から 「宝石の歌」
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲

Sp：佐藤奈加子 ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」から 「今の歌声は」
ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」

2009/9/8 音楽教室
2009/9/10 音楽教室 安中市松井田文化会館 大井剛史
2009/10/6 音楽教室 吾妻郡文化会館 芳賀大和 Sp：芝沼香織
2009/10/6 音楽教室

Pf：山中千尋 リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34
ガーシュウィン ラプソディ・イン・ブルー
エルガー 変奏曲「なぞ」作品36

Pf：小川典子 R.シュトラウス 交響詩「マクベス」作品23
三善晃 ピアノ協奏曲
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

Vn：水谷晃 メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」作品26
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94番 ト長調 「驚愕」

2009/10/21 高校 音楽教室 草津音楽の森国際コンサートホール
Ob：高﨑智久 レスピーギ 「古代舞曲とアリア」第１組曲

ヴィヴァルディ オーボエ協奏曲 イ短調 RV461　
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」　　

2009/10/27 高校 音楽教室 渋川市民会館
2009/10/29 高校 音楽教室 群馬音楽センター
2009/10/30 高校 音楽教室 片品村文化センター

ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」序曲
Gt：村治佳織 ロドリーゴ アランフエスの協奏曲

ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」
ストラヴィンスキー 組曲「火の鳥」（1919年版）

Sp：吉村美樹 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」
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から 「間奏曲」  

Sp：吉村美樹 モーツァルト 歌劇「魔笛」から　「復讐の炎は地獄のように胸に燃え」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

2009/11/11 高校 音楽教室 利根商業高校　体育館
Vc：フランシス・グトン ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98
2009/11/22 第28回東毛定期演奏会 桐生市市民文化会館
2009/12/9 音楽教室 渋川市民会館 松元宏康 Sp：田中麻理
2009/12/9 音楽教室

以下、2009/10/26と同じ

以下、2009/11/10と同じ

以下、2009/11/21と同じ

以下、2009/12/9と同じ
以下、2009/9/8と同じ

藤岡市みかぼみらい館

伊勢崎市文化会館 海老原光

沼尻竜典群馬音楽センター

以下、2009/10/20と同じ

以下、2009/10/26と同じ
以下、2009/10/26と同じ

小田野宏之

以下、2009/6/5-1と同じ

以下、2009/5/28-2と同じ
以下、2009/9/8と同じ

以下、2009/9/8と同じ

東京芸術劇場 ドリアン・ウィルソン

以下、2009/10/6と同じ

2009/11/21 第459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

2009/11/10 高校 音楽教室 ベイシア文化ホール 松沼俊彦

2009/11/8 県民の日コンサート 村中大祐ベイシア文化ホール

高校 音楽教室2009/10/26

2009/10/20 高校 音楽教室

第458回 定期演奏会2009/10/17

2009/10/9 東京芸術劇場公演

2009/9/8 音楽教室 館林市文化会館 松元宏康

2009/8/8 夏休みコンサート 利根沼田文化会館 竹本泰蔵

2009/7/24 第27回東毛定期演奏会 太田市新田文化会館 デリック・イノウエ

2009/7/13 高校 音楽教室 館林市文化会館 鈴木織衛

以下、2009/7/13と同じ
以下、2009/7/13と同じ
以下、2009/7/13と同じ

以下、2009/7/16と同じ
以下、2009/7/13と同じ

以下、2009/7/24と同じ

以下、2009/8/8と同じ
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メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣作品26
Sp：大山亜紀子/ MS：与田朝子
Tn：鈴木准/ Br：多田羅迪夫

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「魔笛」序曲
Sp：足立さつき/ MS：坂本朱
Tn：高橋淳/ Br：萩原潤

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

Sp：日比野幸/ MS：加賀ひとみ
Tn：高野二郎/ Br：黒田博

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
Vc：ガブリエル・リプキン ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガヤネー」から 「剣の舞」

ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガヤネー」から 「子守歌」
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガヤネー」から 「レスギンカ舞曲」
ハイドン チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
ブルッフ コル・ニドライ（ヘブライの旋律） 作品47
プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131 「青春」

2010/1/19 音楽教室 伊勢崎市文化会館 上野正博
2010/1/19 音楽教室
2010/1/20 音楽教室
2010/1/20 音楽教室
2010/1/21 音楽教室
2010/1/21 音楽教室
2010/1/22 音楽教室 伊勢崎市境総合文化センター
2010/1/22 音楽教室

 Fl：小山裕幾Hp：平野花子 メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」作品26
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
シューマン 「マンフレッド」序曲
シューマン 交響曲 第１番 変ロ長調 作品38  「春」
ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
スメタナ 歌劇「売られた花嫁」から 「道化師の踊り」
J.シュトラウス こうもりカドリーユ 作品363
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲
リムスキー・コルサコフ 歌劇「皇帝サルタンの物語」作品57から 「くまばちは飛ぶ」
グリーグ 付随音楽「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

2010/2/3 音楽教室
2010/2/4 音楽教室
2010/2/5 音楽教室 安中市文化センター 大井剛史
2010/2/9 音楽教室 町民プラザ 松元宏康

ベートーヴェン 「エグモント」序曲
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3番 ニ短調 「ワーグナー」（ノヴァーク版）

Pf：清水和音 モーツァルト 交響曲 第31番 ニ長調 K.297（300a） 「パリ」
ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2010/3/28 第462回 定期演奏会 群馬音楽センター 以下、2010/３/２７と同じ

以下、2010/2/3と同じ
以下、2010/2/3と同じ

以下、2009/6/25と同じ
以下、2009/4/23-2と同じ

梅田俊明すみだトリフォニーホール

以下、2010/1/19と同じ
以下、2010/1/19と同じ

以下、2010/1/19と同じ
以下、2010/1/22と同じ

以下、2009/6/25と同じ
以下、2010/1/19と同じ
以下、2010/1/19と同じ
以下、2010/1/19と同じ

2009/12/27 足利市第九演奏会 足利市民会館 梅田俊明

円光寺雅彦佐野市文化会館佐野市第九演奏会2009/12/23

2009/12/20 館林第九演奏会 館林市文化会館 工藤俊幸

2010/1/16 第460回 定期演奏会 群馬音楽センター 広上淳一

山下一史前橋市民文化会館第４４回まえばし市民名曲コンサート2010/1/30

2010/2/3 音楽教室 藤岡市みかぼみらい館 大井剛史

2010/2/20 第461回 定期演奏会 群馬音楽センター モーシェ・アツモン

東京公演2010/3/27

4ページ 4.群馬交響楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
2009/4/4 4月 ロビーコンサート ＮＨＫホール　2階ロビー モーツァルト オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K.370 から

Sp：スーザン・バロック R.シュトラウス 4つの最後の歌
ワーグナー／デ・フリーヘル 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（1991）

2009/4/5 第1643回 定期公演（4月Ａ）
Vn：ジャニーヌ・ヤンセン チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64
2009/4/11 ロビーコンサート
2009/4/11 第1644回 定期公演（4月Ｃ）

ショスタコーヴィチ 祝典序曲 イ長調 作品96
Vc：トルルス・モルク プロコフィエフ 交響的協奏曲 ホ短調 作品125

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
2009/4/16 第1645回 定期公演（4月Ｂ）
2009/5/9 ロビーコンサート ＮＨＫホール　2階ロビー グリンカ 悲愴三重奏曲 ニ短調

ムストネン 3つの神秘（2002）
Pf：オリ・ムストネン ベートーヴェン ピアノ協奏曲 ニ長調（ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61の作曲者自身による編曲）

シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26
シベリウス 交響曲 第6番 ニ短調 作品104

2009/5/10 第1646回 定期公演（5月Ａ）
Vc：ロバート・コーエン エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 作品63
2009/5/16 ロビーコンサート
2009/5/16 第1647回 定期公演（5月Ｃ）

Pf：ネルソン・ゲルナー ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2009/5/21 第1648回 定期公演（5月Ｂ）
Vn：庄司紗矢香 リゲティ ヴァイオリン協奏曲（1992）

原田　敬子 エコー・モンタージュ―オーケストラのための（2008）［第57回｢尾高賞｣受賞作品］
斉木　由美 モルフォゲネシス［N響委嘱作品／世界初演］
藤倉 大 secret forest for ensemble（2008）［第57回｢尾高賞｣受賞作品］

2009/6/6 ロビーコンサート ＮＨＫホール　2階ロビー ハイドン 3台のチェロのためのディヴェルティメント ニ長調
ストラヴィンスキー 管楽器のための交響曲

Vn：庄司紗矢香 プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19
ラヴェル 高雅で感傷的なワルツ
ドビュッシー 海（3つの交響的スケッチ）

2009/6/7 第1649回 定期公演（6月Ａ）
Pf：ジャン・フレデリック・
　ヌーブルジェ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

Sp：半田美和子　MS：加納悦子
Ch：東京音楽大学　語り：中井貴惠

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61

2009/6/13 ロビーコンサート
2009/6/13 第1650回 定期公演（6月Ｃ）

ファリャ バレエ組曲「三角帽子」 第2部
Vn：ワディム・レーピン ラロ 「スペイン交響曲」　ニ短調 作品21 

ドビュッシー 管弦楽のための映像（映像 第3集）から 「イベリア」
ラヴェル ボレロ

2009/6/18 第1651回 定期公演（6月Ｂ）
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」作品92

Pf：ジョナサン・ビス モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98
ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」から 「火祭りの踊り」
ショスタコーヴィチ 祝典序曲 イ長調 作品96
マスカーニ 歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」
大島ミチル 「天地人」のテーマ（吹奏楽）
ホルスト 吹奏楽のための組曲 第2番 ヘ長調 作品28-2
伊藤康英 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」
ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」作品9

Vn：エリック・シューマン シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2009/8/21 N響 宇都宮公演 栃木県総合文化センター 以下、2009/8/20と同じ

NHK交響楽団

2009/4/4 第1643回 定期公演（4月Ａ） NHKホール エド・デ・ワールト

2009/4/10 第1644回 定期公演（4月Ｃ） NHKホール エド・デ・ワールト

2009/4/15 第1645回 定期公演（4月Ｂ） サントリーホール エド・デ・ワールト

2009/5/9 第1646回 定期公演（5月Ａ） NHKホール オリ・ムストネン

2009/5/15 第1647回 定期公演（5月Ｃ） NHKホール 尾高忠明

2009/5/20 第1648回 定期公演（5月Ｂ） サントリーホール 尾高忠明

ジョナサン・ノット 東京オペラシティ　コンサートホールMusic Tomorrow 20092009/6/1

2009/6/6 第1649回 定期公演（6月Ａ） NHKホール ジョナサン・ノット

2009/6/12 第1650回 定期公演（6月Ｃ） NHKホール 準・メルクル

2009/6/17 第1651回 定期公演（6月Ｂ） サントリーホール 準・メルクル

2009/7/17 N響「夏」2009 ジェームズ・ジャッドNHKホール

2009/8/2 N響ほっとコンサート NHKホール 現田茂夫

2009/8/20 N響 前橋公演
ベイシア文化ホール
　（群馬県民会館） 大ホール

ムーハイ・タン

以下、2009/4/4と同じ

以下、2009/4/4と同じ
以下、2009/4/11と同じ

以下、2009/4/16と同じ

以下、2009/5/9と同じ

以下、2009/5/9と同じ
以下、2009/5/15と同じ

以下、2009/5/20と同じ

以下、2009/6/6と同じ

以下、2009/6/6と同じ
以下、2009/6/12と同じ

以下、2009/6/17と同じ
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ベートーヴェン 序曲「コリオラン」作品62
Pf：クリスティアン・
　ベザイディンオート

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7番 イ長調 作品92
2009/9/10 9月B定期公演（第1652回）

フランセ ディヴェルティマンから
モーツァルト 5つのディヴェルティメントから 第4楽章
メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26（ローマ版）

Vn：ダニエル・ホープ メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64（初稿）
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」

2009/9/20 第1653回 定期公演（9月Ａ）
ストラヴィンスキー バレエ組曲「プルチネッラ」
モーツァルト フリーメイスンのための葬送音楽 ハ短調 K.477（479a）
ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」
プロコフィエフ 交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」

2009/9/26 ロビーコンサート
2009/9/26 第1654回 定期公演（9月Ｃ）

イベール 2つの間奏曲
グーセンス 組曲

Sp：フェリシティー・ロット リーム 厳粛な歌（1996）
R.シュトラウス 歌劇「カプリッチョ」作品85から 「最後の場」
R.シュトラウス 家庭交響曲 作品53

2009/10/18 第1655回 定期公演（10月A）
プレヴィン オウルズ（2008）［日本初演］

Pf：池場文美 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5番 ニ短調 作品47

2009/10/24 ロビーコンサート
2009/10/24 第1656回 定期公演（10月Ｃ）

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39番 変ホ長調 K.543
モーツァルト 交響曲 第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」

2009/10/29 第1657回 定期公演（10月Ｂ）
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

Pf：中村紘子 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 ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37

2009/11/14 ロビーコンサート ＮＨＫホール　2階ロビー M.ケンツビッチ 七重奏曲「鮭」
ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2009/11/15 第1658回 定期公演（11月Ａ）
Sp：アドリアーナ・マルフィージ ヴェルディ 歌劇「オテッロ」から 「柳の歌」

ヴェルディ 歌劇「オテッロ」から 「アヴェ・マリア」
レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）
レスピーギ 森の神々

2009/11/21 ロビーコンサート
2009/11/21 第1659回 定期公演（11月Ｃ）

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲
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 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

2009/11/26 第1660回 定期公演（11月Ｂ）
2009/12/5 ロビーコンサート ＮＨＫホール　2階ロビー ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第16番 ヘ長調 作品135

ストラヴィンスキー アゴン
Pf：キリル・ゲルシュタイン ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102
Vc：ゴーティエ・カプソン
Va：店村眞積

R.シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」作品35

2009/12/6 第1661回 定期公演（12月Ａ）
Vn：アラベラ・美歩・
　シュタインバッハー

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

Sp：メラニー・ディーナー
At：ヤナ・シーコロヴァー
Tn：サイモン・オニール
Bs：ミハイル・ペトレンコ
Ch：東京混声合唱団

ヤナーチェク グラゴル・ミサ

2009/12/12 ロビーコンサート
2009/12/12 第1662回 定期公演（12月Ｃ）

クリストファー・
　ホグウッド

サントリーホール第1652回 定期公演（9月Ｂ）2009/9/9

2009/9/19 第1653回 定期公演（9月Ａ） NHKホール
クリストファー・
　ホグウッド

2009/9/19 ロビーコンサート ＮＨＫホール　2階ロビー

2009/9/25 第1654回 定期公演（9月Ｃ） NHKホール
クリストファー・
　ホグウッド

2009/10/17 第1655回 定期公演（10月A） NHKホール アンドレ・プレヴィン

2009/10/17 ロビーコンサート ＮＨＫホール　2階ロビー

2009/10/23 第1656回 定期公演（10月Ｃ） NHKホール アンドレ・プレヴィン

2009/10/28 第1657回 定期公演（10月Ｂ） サントリーホール アンドレ・プレヴィン

2009/11/6 N響大阪公演 NHK大阪ホール 秋山和慶

2009/11/14 第1658回 定期公演（11月Ａ） NHKホール ネルロ・サンティ

2009/11/20 第1659回 定期公演（11月Ｃ） NHKホール ネルロ・サンティ

2009/11/25 第1660回 定期公演（11月Ｂ） サントリーホール ネルロ・サンティ

シャルル・デュトワNHKホール第1661回 定期公演（12月Ａ）2009/12/5

2009/12/11 第1662回 定期公演（12月Ｃ） NHKホール シャルル・デュトワ

以下、2009/9/9と同じ

以下、2009/9/19と同じ

以下、2009/9/19と同じ
以下、2009/9/25と同じ

以下、2009/10/17と同じ

以下、2009/10/17と同じ
以下、2009/10/23と同じ

以下、2009/10/28と同じ

以下、2009/11/14と同じ

以下、2009/11/14と同じ
以下、2009/11/20と同じ

以下、2009/11/25と同じ

以下、2009/12/5と同じ

以下、2009/12/5と同じ
以下、2009/12/11と同じ
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ラヴェル なき王女のためのパヴァーヌ
Pf：ニコライ・ルガンスキー ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調

ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103 「1905年」
2009/12/17 第1663回 定期公演（12月Ｂ）

2010/1/9 ロビーコンサート ＮＨＫホール　2階ロビー ブルッフ クラリネット、ヴィオラとピアノのための小品 作品83から 第1、2、6、7番
R.シュトラウス 組曲「ばらの騎士」

Pf：若林 顕 R.シュトラウス ブルレスケ ニ短調
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
J.シュトラウス 皇帝円舞曲 作品437
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.シュトラウス 無窮動 作品257

2010/1/10 第1664回 定期公演（1月Ａ）
チャイコフスキー スラブ行進曲 作品31

Pf：清水和音 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 バレエ音楽「くるみ割り人形」作品71 第2幕

2010/1/16 ロビーコンサート
2010/1/16 第1665回 定期公演（1月Ｃ）

武満　徹 3つの映画音楽（1995）
Vn：堀米ゆず子 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131 「青春」
2010/1/21 第1666回 定期公演（1月Ｂ）
2010/2/6 ロビーコンサート ＮＨＫホール　2階ロビー ロッシーニ チェロとコントラバスのための二重奏曲

ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2010/2/7 第1667回 定期公演（2月Ａ）
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」
マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2010/2/13 ロビーコンサート
2010/2/13 第1668回 定期公演（2月Ｃ）

Pf：アレクセイ・ヴォロディン 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4番 ヘ短調 作品36

2010/2/18 第1669回 定期公演（2月Ｂ）
コープランド 野外の序曲

Vn：イリア･グリンゴルツ コルンゴルト 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」

2010/3/10 広島公演
ALSOKホール
　（広島県立文化芸術ホール）

2010/3/11 周南公演 周南市文化会館

2010/3/9 鳥取公演 とりぎん文化会館　梨花ホール キース・ロックハート

2010/2/17 第1669回 定期公演（2月Ｂ） サントリーホール セミョーン・ビシュコフ

2009/12/16 第1663回 定期公演（12月Ｂ） サントリーホール シャルル・デュトワ

2010/1/9 第1664回 定期公演（1月Ａ） NHKホール 尾高忠明

2010/1/15 第1665回 定期公演（1月Ｃ） NHKホール ジョン・アクセルロッド

2010/1/20 第1666回 定期公演（1月Ｂ） サントリーホール 広上淳一

2010/2/6 第1667回 定期公演（2月Ａ） NHKホール セミョーン・ビシュコフ

2010/2/12 第1668回 定期公演（2月Ｃ） NHKホール セミョーン・ビシュコフ

以下、2009/12/16と同じ

以下、2010/1/9と同じ

以下、2010/1/9と同じ
以下、2010/1/15と同じ

以下、2010/1/20と同じ

以下、2010/3/9と同じ

以下、2010/3/9と同じ

以下、2010/2/6と同じ

以下、2010/2/6と同じ
以下、2010/2/12と同じ

以下、2010/2/17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 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 交響曲 第4番 ホ短調 作品98
Vn：梁美沙 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6番 ヘ長調 作品68 「田園」
2009/4/19 日曜午後2時のコンサート 千葉県文化会館

Pf：若林 顕 R.シュトラウス 組曲「町人貴族」作品60
R.シュトラウス 家庭交響曲 作品53

2009/4/28 第444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
2009/4/29 第444回 〈トリフォニー・シリーズ〉 定期演奏会

マルティヌー リディチェへの追悼
Vc：ガブリエル･リプキン プフィッツナー チェロ協奏曲 第3番 イ短調（遺作） 

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

Fg：坪井隆明 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
レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2009/5/24 日曜午後2時のコンサート 横浜みなとみらいホール
Pf：ピョートル･アンデルシェフスキ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

ワーグナー 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
ワーグナー 楽劇「ワルキューレ」から 「ワルキューレの騎行」
ワーグナー 楽劇「ジークフリート」から 「森のささやき」
ワーグナー 楽劇｢ラインの黄金」から 「ヴァルハラの神々の入城」
ワーグナー 楽劇「神々のたそがれ」から 「自己犠牲と救済の場」

2009/5/30 第446回 〈トリフォニー・シリーズ〉 定期演奏会
Sp：市原愛/ Pf：丸山滋 A.マーラー 歌曲「夜の光」

マーラー 交響曲 第9番 ニ長調
Vc：堤 剛 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

バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 第1番、第2番、第3番から
　「モンタギュー家とキャプレット家」、「アンティーユ諸島の娘達の踊り」、
　「ジュリエットの墓の前のロメオ」、「少女ジュリエット」、「ジュリエットの死」、
　「タイボルトの死」

2009/7/10
第448回
　〈サントリーホール・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

Sp：増田のり子/ At：加納悦子
Tn：ヘルベルト･リッペルト、
　　　吉田浩之
Bs：クルト・リドル
Og：室住素子
Ch：栗友会合唱団

フランツ・シュミット オラトリオ「7つの封印の書」

2009/7/11
第448回
　〈サントリーホール・シリーズ〉 定期演奏会

ドホナーニ 六重奏曲 ハ長調 作品37

ブラームス 弦楽四重奏曲 第2番 イ短調 作品51-2

マーラー 花の章
Pf：クレール=マリー･ル･ゲ C.シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品7

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）
Cb：安保龍也/ Pf：野平一郎 ボッテジーニ ベッリーニの歌劇「テンダのベアトリーチェ」による幻想曲

ストラヴィンスキー ディテュランベ
ペルト 鏡の中の鏡
ハイドン プレスト
ストラヴィンスキー イタリア組曲
バルトーク ラプソディ 第1番
イザイ 子どもの夢 作品14
バッハ ヴィオラ･ダ･ガンバ･ソナタ 第2番 ニ長調 BWV.1028
バルトーク 狂詩曲 第1番

ビゼー

歌劇「カルメン」第１組曲から「トレアドール」、「第１幕への前奏曲」、
　「アラゴネーズ」、「第３幕への間奏曲」、「セギディーリャ」、
　「アルカラの竜騎兵」
歌劇「カルメン」第２組曲から「ハバネラ」、「夜想曲」、「闘牛士の歌」、
　「衛兵の交代」、「ジプシーの踊り」

Fl：白尾彰 イベール フルート協奏曲
ラヴェル バレエ組曲「マ・メール・ロワ」

新日本フィルハーモニー交響楽団

2009/4/12 第66回 多摩定期定期演奏会 パルテノン多摩 飯守泰次郎

2009/4/18 第82回 〈クラシックへの扉〉 すみだトリフォニーホール 井上道義

2009/4/27
第444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 上岡敏之

2009/5/14
第445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 下野竜也

2009/5/23 第83回 〈クラシックへの扉〉 すみだトリフォニーホール
キンボー･
　イシイ＝エトウ

2009/5/29
第446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

2009/6/16
第447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

2009/6/20 第84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

2009/7/18 安保龍也 コントラバス・リサイタル すみだトリフォニーホール 小ホール

2009/7/15 新・室内楽シリーズ　第1回 すみだトリフォニーホール 小ホール

2009/7/16
第449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

2009/7/19 第85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

以下、2009/5/29と同じ

　

クリスティアン･
　アルミンク

以下、2009/4/18と同じ

以下、2009/4/27と同じ
以下、2009/4/28と同じ

以下、2009/5/23と同じ

Vn：豊嶋泰嗣、山田容子、
　　宗田勇司
Va：木村恵子、小山千鶴
Vc：武澤秀平、多田麗王
CB：鈴木高通、Hr.金子典樹
Pf：遠藤直子
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ゴールドスミス 「スター・トレック」から 「メイン・テーマ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲から 「嵐～牧歌」
ビゼー 「カルメン」 第2組曲 から 「衛兵の交代」
アンダソン マクドナルドじいさんは農場を持っていた
フランツ・シュミット 歌劇「ノートル・ダム」間奏曲

杉浦邦弘編

音楽物語「ホルン吹きのテルオくん」
　「峠のわが家」、「五木の子守唄」、「浜辺の歌」、「荒城の月」
歌劇「ウィリアム・テル」序曲 から 「スイス軍の行進」
歌劇「魔弾の射手」から「狩人の合唱」
歌劇「カルメン」から「ハバネラ」
組曲『水の上の音楽』（抜粋）
チゴイナーワイゼン 作品20
交響曲 第5番 ニ短調 作品47 終楽章
「ドラゴンクエスト・マーチ」
「情熱大陸」
「冬のソナタ」から「初めから最後まで」
「君恋し」
「千の風になって」
「世界に一つだけの花」

ホルスト 吹奏楽のための組曲 第1番 変ホ長調 作品28-1から 「行進曲」（管弦楽版）
グリーグ 2つの悲しい旋律 作品34から 「過ぎた春」
フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲
久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34 第3、第4、第5楽章

羽毛田丈史
ドラマ「Rookies」から
　「メイン・テーマ」、「愛のテーマ」

ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50
サラサーテ カルメン幻想曲 作品25
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

グロフェ
組曲「グランド・キャニオン」から
　「日の出」、「日没」

伊福部昭
管弦楽のための「日本組曲」から
　「七夕」、「盆踊り」

ドビュッシー 交響詩「海」
メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」作品27
R.シュトラウス メタモルフォーゼン

Sp：サンドラ・トラットニック
語り：広瀬彰勇

ベートーヴェン 「エグモント」作品84

2009/9/19
第450回
　〈トリフォニー・シリーズ第2夜〉 定期演奏会

シュニトケ モーツ・アルト・ア・ラ・ハイドン
Pf：クン＝ウー・パイク シマノフスキ 協奏的交響曲 作品60

シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」
Pf：相沢吏江子 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2009/10/3
新・クラシックへの扉
　土曜午後2時の名曲コンサート

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」作品62
Pf：ジャン=エフラム・バヴゼ リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2009/10/17
第452回
　〈トリフォニー・シリーズ第2夜〉 定期演奏会

武満徹 雨の樹

モーツァルト フルート四重奏曲 第3番 ハ長調 K.Anh.171（285b）

モーツァルト フルート四重奏曲 第2番 ト長調 K.285a

武満徹 四季

エネスコ ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11-1
Pf：江口 玲 ガーシュイン ピアノ協奏曲 ヘ調

ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」
Fl：荒川 洋/ Hp：篠﨑和子 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）

チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2009/11/7
第2回新・クラシックへの扉
　土曜午後2時の名曲コンサート

2009/7/25
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
　　ファイナル〉

すみだトリフォニーホール 円光寺雅彦

2009/8/1 第86回 〈クラシックへの扉〉 すみだトリフォニーホール 梅田俊明

2009/8/2 サマーコンサート『みちよしの夏の旅』 すみだトリフォニーホール 井上道義

2009/9/18
第450回
　〈トリフォニー・シリーズ第1夜〉 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

2009/9/23
第451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

2009/10/2
新・クラシックへの扉
　金曜午後2時の名曲コンサート

すみだトリフォニーホール デリック・イノウエ

2009/10/16
第452回
　〈トリフォニー・シリーズ第1夜〉 定期演奏会

すみだトリフォニーホール イオン･マリン

2009/10/20 室内楽シリーズ　第3回 すみだトリフォニーホール 小ホール

2009/10/22
第453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 イオン・マリン

2009/11/6
第2回新・クラシックへの扉
　金曜午後2時の名曲コンサート

すみだトリフォニーホール
クリスティアン･
　アルミンク

以下、2009/10/16と同じ

以下、2009/9/18と同じ

以下、2009/10/2と同じ

Vn：小林美恵

司会：古今亭志ん輔

Perc：川瀬達也、小島 光、
　　　柴原 誠、山田 徹
Fl：荒川 洋
Vn：岸田晶子
Va：吉鶴洋一
Vc：武澤秀平

以下、2009/11/6と同じ
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Tp：デイヴィッド・ヘルツォーク
Vn：佐々木絵理子、篠原英和
Va：木村恵子　Vc：森澤泰
Cb：村松裕子　Pf：沢田千秋

サン・サーンス 七重奏曲 変ホ長調 作品65

Vn：吉村知子、小池めぐみ
Va：高橋正人　Vc：山崎泉

ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 作品132

シベリウス 交響詩「四つの伝説」作品22 から 「トゥオネラの白鳥」
Cl：ジャン=リュク・ヴォターノ リンドベルイ クラリネット協奏曲（2002）

ブラームス セレナード 第1番 ニ長調 作品11

2009/11/14
第454回
　〈トリフォニー・シリーズ第2夜〉 定期演奏会

2009/11/18
第455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

Sp：マヌエラ・ウール、安井陽子、
　　　宮平真希子
At：アレクサンドラ・
　　　ペーターザマー、清水華澄
Tn：ジョン・ヴィラーズ
Br：ユルゲン・リン
Bs：ロベルト・ホルツァー
Ch：栗友会合唱団、
　　　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」

Pf：上原彩子 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 「ワーグナー」
アイブソン クリスマス・クラッカー
賛美歌 柊と蔦
グルーバー きよしこの夜
作者不詳 コヴェントリー・キャロル
作者不詳 クリスマス・キャロル
オランダ民謡 王なるイエスは花園を
ヘンデル オラトリオ「メサイア」から 「ハレルヤ」
バッハ カンタータ「目覚めよ、と呼ぶ声あり」 BWV.140
バッハ フーガの技法 BWV.1080 第1曲
モーツァルト セレナード 第12番 ハ短調 K.388（384a） 「ナハトムジーク（夜曲）」

Vn：崔文洙 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
プロコフィエフ 「ロメオとジュリエット」組曲 第２番

ドヴォルザーク テ・デウム 作品103

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2009/12/23 年末『第九』特別演奏会 Bunkamuraオーチャードホール
2009/12/26 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 ワルツ「ウィーン気質」作品354
ボッテジーニ グランド・アレグロ 「メンデルスゾーン風協奏曲」
トマジ トロンボーン協奏曲 第1、第3楽章
アンダソン 踊る子猫
メンデルスゾーン 序曲 ハ長調 「トランペット序曲」作品101
山本直純 男はつらいよ
サン＝サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」作品47から 「バッカナール」
ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

Vn：岡崎慶輔 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

2010/1/23
第3回 新・クラシックへの扉
　土曜午後2時の名曲コンサート

プロコフィエフ 五重奏曲 ト短調 作品39
ブラームス ピアノ五重奏曲 ヘ短調 作品34
ヤナーチェク 交響詩「ブラニークのバラード」

Vc：セルゲイ・アントノフ マルティヌー チェロ協奏曲 第1番（1955）
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」

Vn：西江辰郎 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」
モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

Vc：タチアナ・ヴァシリエヴァ シューマン／ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 イ短調 作品129
ショスタコーヴィチ 交響詩「十月革命」作品131

2010/2/6
第457回
　〈トリフォニー・シリーズ第2夜〉 定期演奏会

プロコフィエフ 古典交響曲 作品25
Vn：イェウン・チェ プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19

ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60

2009/11/12 室内楽シリーズ　第4回 すみだトリフォニーホール 小ホール

2009/11/13
第454回
　〈トリフォニー・シリーズ第1夜〉 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

2009/12/6 小澤征爾指揮　特別演奏会2009 すみだトリフォニーホール 小澤征爾

2009/12/9 室内楽シリーズ　第5回 すみだトリフォニーホール 小ホール

2009/12/13 小澤征爾指揮　特別演奏会2009 サントリーホール 小澤征爾

2009/12/20 サントリーホール ヤクブ・フルシャ年末『第九』特別演奏会

2010/1/3
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 梅田俊明

2010/1/22
第3回 新・クラシックへの扉
　金曜午後2時の名曲コンサート

すみだトリフォニーホール
クリスティアン・
　アルミンク

2010/1/27 室内楽シリーズ　第5回 すみだトリフォニーホール 小ホール

2010/1/28
第456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

2010/1/30
ペンション・ファンド・コンサート
　新日本フィル＆アルミンク　新春　新世界

すみだトリフォニーホール
指揮＆トーク：
　クリスティアン・

2010/2/5
第457回
　〈トリフォニー・シリーズ第1夜〉 定期演奏会

すみだトリフォニーホール ヒュー・ウルフ

2010/2/11
第458回
　〈サントリーホール・シリーズ〉 定期演奏会

以下、2010/1/22と同じ

以下、2010/2/5と同じ

サントリーホール ヒュー・ウルフ

クリスティアン・
　アルミンク

司会：榎本有紀子
Cb：竹田勉/ Tb：箱山芳樹

Ob：ホアン＝マヌエル・
　　　ルンブレラス、七澤英貴
Cl：澤村康恵、鈴木高通
Fg：佐久間大作、石川 晃
Hr：大野雄太、阿部雅人、
　　　井手詩朗
Tp：服部孝也、市川和彦
Tb：箱山芳樹/ Tu：佐藤和彦

Sp：天羽明惠/ At：小山由美
Tn：永田峰雄/ Br：石野繁生
Ch：栗友会合唱団

以下、2009/11/13と同じ

以下、2009/12/20と同じ
以下、2009/12/20と同じ
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Vn：西江辰郎、砂畑佳江
Va：岩井香保里/ Vc：川上徹

ショスタコーヴィチ 弦楽四重奏曲 第2番 イ長調 作品68

Vn：深谷まり、岸田晶子
Va：野村圭子、原孝明
Vc：花崎薫

ドヴォルザーク 弦楽五重奏曲 第3番 変ホ長調 作品97

Vn：郷古廉 ラロ スペイン交響曲 作品21
Og：小林英之 サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」

2010/2/20
第4回 新・クラシックへの扉
　土曜午後2時の名曲コンサート

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 作品56a
Pf：伊藤恵 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 「ライン」
Vn：崔文洙、堀内麻貴
Va：木村恵子/ Vc：花崎薫

ヤナーチェク 弦楽四重奏曲 第2番 「内緒の手紙」

Vn：吉村知子、山﨑恵子
Va：高橋正人/ Vc：矢野晶子
Pf：遠藤直子

シューマン ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44

アイネム ブルックナー・ディアローク 作品39（1971）〔日本初演〕
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調（ノヴァーク版）

2010/3/13
第459回
　〈トリフォニー・シリーズ第2夜〉 定期演奏会

2010/3/12
第459回
　〈トリフォニー・シリーズ第1夜〉 定期演奏会

すみだトリフォニーホール

井上道義

2010/3/6 第70回 多摩定期定期演奏会 パルテノン多摩
ヴォルフ＝ディーター・
　ハウシルト

2010/2/19
第4回 新・クラシックへの扉
　金曜午後2時の名曲コンサート

2010/3/11 室内楽シリーズ　第8回  すみだトリフォニーホール 小ホール

2010/2/18 室内楽シリーズ　第6回 すみだトリフォニーホール 小ホール

すみだトリフォニーホール

以下、2010/2/19と同じ

以下、2010/3/12と同じ

ヴォルフ＝ディーター・
　ハウシルト
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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

シューマン
色とりどりの小品 作品99から
　「3つの小品」、「 「5つのアルバムの綴り」

シューマン 幻想曲 ハ長調 作品17
シューマン 「女の愛と生涯」作品42 から 「指につけた指環よ」
シューマン 「ミテルの花」作品25 から 「献呈」
ブラームス ドイツ・レクイエム 作品45
メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」作品27
ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21
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94番 ト長調 「驚愕」

Vn：高木和弘　Vc：西谷牧人
Ob：池田肇　Fg：大埜展男

ハイドン 協奏交響曲 変ロ長調 作品84

ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」
モーツァルト セレナード 第13番 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
J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
カバレフスキー 組曲「道化師」作品26から 「ギャロップ」
ワイス この素晴らしき世界
アンダソン 踊る子猫
ボヘミアン民謡／大塚子龍 ぶんぶんぶん
久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
マッコイ アフリカンシンフォニー

2009/5/6 東京交響楽団 キッズプログラム②
ブラームス 悲劇的序曲 作品81

Vn：インゴルフ・トゥルバン
Vc：ウェン＝シン・ヤン

ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102

シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」（マーラー版）
服部隆之 「華麗なる一族」から 「メイン・テーマ」
坂本龍一 「戦場のメリークリスマス」 テーマ曲
三枝成彰 「太平記」から 「はかなくも美しく燃え」
三枝成彰 「優駿 ORACION」から 「誕生」
冨田勲 「新日本紀行」
羽田健太郎 交響曲「宇宙戦艦ヤマト」

2009/5/17 川崎定期演奏会 第20回 ミューザ川崎シンフォニーホール
モーツァルト セレナード 第13番 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
J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
カバレフスキー 組曲「道化師」作品26から 「ギャロップ」
アンダソン 踊る子猫
久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」

Vc：ダニエル・ミュラー＝ショット シューマン チェロ協奏曲 イ短調 作品129
マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」
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」

Pf：アレクサンダー・ガヴリリュク チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
R.シュトラウス 組曲「ばらの騎士」作品59

Pf：ホン・クァン・チェン ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83
シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 「ライン」（マーラー版）

2009/7/12 第569回 定期演奏会 サントリーホール
リード カーテン・アップ！

鈴木秀史編

アンダソン・メドレー
　「トランペット吹きの休日」、「トランペット吹きのこもり歌」、「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」、「ブルー･タンゴ」、「クラリネット・キャンディ」、
　「フィドル・ファドル」、「舞踏会の美女」

T.シャープ トレドの剣

岩井直溥編
海のメドレー
　「海」、「我は海の子」、「3人の海洋男児」

中山晋平 砂山
レスピーギ 交響詩「ローマの松」

Vn：レジス・パスキエ 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

Pf：伊藤恵
Sp：菅英三子　Br：甲斐栄次郎
語り：壇ふみ　Ch：東響コーラス

共演：ズーラシアン・ブラス

共演：ズーラシアン・ブラス

Vn：大谷康子　Pf：若林顕
Sp：安井陽子　Ch：東響コーラス

以下、2009/5/6と同じ

以下、2009/5/16と同じ

東京交響楽団

以下、2009/7/11と同じ

2009/4/6 2009 オープニングコンサート サントリーホール ユベール・スダーン

2009/4/18 第566回 定期演奏会 サントリーホール ニコラ・ルイゾッティ

2009/5/2 東京オペラシティシリーズ 第49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

2009/5/6 東京交響楽団 キッズプログラム① ミューザ川崎シンフォニーホール 堀俊輔

2009/5/9 第567回 定期演奏会 サントリーホール ユベール・スダーン

2009/5/16 東京芸術劇場シリーズ 第100回 東京芸術劇場 大友直人

2009/6/3 東京交響楽団 キッズプログラム パルテノン多摩 堀俊輔

2009/6/13 第568回 定期演奏会 サントリーホール
シュテファン・アントン・
　レック

2009/7/5 東京オペラシティシリーズ 第50回 東京オペラシティ コンサートホール サッシャ・ゲッツェル

2009/7/11 川崎定期演奏会 第21回 ミューザ川崎シンフォニーホール ユベール・スダーン

2009/7/20 サマーコンサート 東京芸術劇場 佐川聖二

2009/8/1 東京芸術劇場シリーズ 第101回 東京芸術劇場 大友直人
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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 「公爵様、あなたのようなお方は」、「田舎娘の姿で」
J.シュトラウス チク・タク・ポルカ 作品365
Jos.シュトラウス 鍛冶屋のポルカ 作品269
J.シュトラウス シャンペン・ポルカ 作品211
J.シュトラウス アンネン・ポルカ 作品117
E.シュトラウス ポルカ「テープは切られた」作品45
J.シュトラウス 喜歌劇「ジプシー男爵」から 「入場行進曲」
J.シュトラウス ワルツ「ウィーン気質」作品354
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 皇帝円舞曲 作品437
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 ワルツ「春の声」作品410
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2番 ニ長調 作品36
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 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
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
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26
シベリウス 「クオレマ」作品 から 「悲しいワルツ」
シベリウス 組曲「カレリア」作品11

Sp：ヘレナ・ユントゥネン
MS：ティーナ＝マイヤ・コスケラ
Tn：ニアル・コレル
Br：ペッテリ・サロマ　Br：大塚博章
Ch：東響コーラス

シベリウス テンペスト 作品109

Pf：小山実稚恵 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2009/9/27 川崎定期演奏会 第22回 ミューザ川崎シンフォニーホール
エルガー セレナーデ　ホ短調

Vn：ジェニファー・ギルバート シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
Og：近藤岳 サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」

シューマン 「マンフレッド」序曲
Vn：大谷康子 サン＝サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
Pf：ゲルハルト・オピッツ ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

シューマン／マーラー 交響曲 第2番 ハ長調 作品61（マーラー版）
キラル オラヴァ（弦楽オーケストラのための）

Pf：ペーテル・ヤブロンスキ ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

2009/11/15 川崎定期演奏会 第23回 ミューザ川崎シンフォニーホール

2009/12/6 第573回 定期演奏会 サントリーホール 飯森範親

Sp：マリア・ハーン、鵜木絵里
At：押見朋子
Tn：ヤン・ヴァツィーク、ヤロミール・ノ
ヴォトニー、高橋淳、羽山晃生
Br：イジークビーク
B-Br：ロマン・ヴォツェル
Bs：スデネェク・プレフ
Ch：東響コーラス

ヤナーチェク 歌劇「ブロウチェク氏の旅行」

Vn：グレブ・ニキティン バッハ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 BWV.1041
Sp：佐藤しのぶ　At：加納悦子
Tn：市原多朗　Br：三原剛
Ch：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：南紫音 ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」から 「春」、「冬」
Sp：ヘレン・クォン　At：渡辺敦子
Tn：アッティラ・フィテケ
Br：アッティラ・ユン
Ch：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」

2009/12/29 第九と四季
シューマン 序曲、スケルツォとフィナーレ 作品52

Pf：キャサリン・ストット フィトキン ピアノ協奏曲「Ruse」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
J.シュトラウス ワルツ「南国のばら」作品388

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」

Sp：幸田浩子

ユベール・スダーンサントリーホール

以下、2009/9/26と同じ

以下、2009/12/28と同じ

以下、2009/11/14と同じ

2009/8/8
東京交響楽団特別演奏会
　シュトラウス一家の音楽会

東京芸術劇場 秋山和慶

2009/8/13 あッ！ベートーヴェン Vol.8 第1夜 神奈川県立音楽堂 飯森範親

2009/8/14 あッ！ベートーヴェン Vol.8 第2夜 神奈川県立音楽堂 飯森範親

2009/9/5 東京オペラシティシリーズ 第51回 東京オペラシティ コンサートホール 大友直人

2009/9/26 第570回 定期演奏会 サントリーホール 秋山和慶

2009/10/11 東京芸術劇場シリーズ 第102回 東京芸術劇場 大友直人

2009/10/25 第571回 定期演奏会 サントリーホール 大友直人

第572回 定期演奏会2009/11/7

2009/11/14 東京オペラシティシリーズ 第52回 東京オペラシティ コンサートホール クリストフ・アーバンスキ

2009/12/19 東京交響楽団 スペシャル「第九」 東京芸術劇場 大友直人

2009/12/28 第九と四季 サントリーホール 秋山和慶

2010/1/8 第574回 定期演奏会 サントリーホール 大友直人

2010/1/9 ニューイヤーコンサート 2010 サントリーホール 秋山和慶
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Pf：河村尚子 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」
Sp：吉原圭子　Tn：高橋淳
Br：髙田智宏
Ch：東響コーラス、横須賀芸術劇場
合唱団少年少女合唱隊

オルフ カルミナ・ブラーナ

2010/2/14 東京芸術劇場シリーズ 第103回 東京芸術劇場 大友直人 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

シューマン／ラヴェル
謝肉祭 作品9から
　「前口上」、「ドイツ風ワルツ」、間奏曲「パガニーニ」、
　「フイリスティンたちを討つダヴィッド同盟の行進」

Hr：シュテファン・ドール、
　竹村淳司、ジョナサン・ハミル、
　上間善之

シューマン コンツェルトシュトゥック ヘ長調 作品86

ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」（1911年版）
2010/2/28 川崎定期演奏会 第24回 ミューザ川崎シンフォニーホール

Sp：安井陽子 ヴィラ＝ロボス ブラジル風バッハ 第5番
バンドネオン：小松亮太 ピアソラ／小松亮太 リベルタンゴ

ピアソラ バンドネオン協奏曲
Sp：安井陽子 ゴリホフ 3つの歌（ソプラノと管弦楽のための）

ヒナステラ バレエ音楽「エスタンシア」作品8
Vn：ヴァレリー・ソコロフ ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

シューマン／マーラー 交響曲 第4番 ニ短調 作品120（マーラー版）

以下、2010/2/27と同じ

2010/3/27 第576回 定期演奏会 サントリーホール ユベール・スダーン

2010/3/22 オペラシティシリーズ 第54回 東京オペラシティ コンサートホール 秋山和慶

2010/2/7 オペラシティシリーズ 第53回  東京オペラシティ　コンサートホール 飯森範親

2010/2/27 第575回 定期演奏会 サントリーホール ラモン・ガンバ
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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
ヴァスクス 弦楽のためのカンタービレ（1979）

Vn：松山冴花 モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218
シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39
モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a）
大島ミチル NHK大河ドラマ「天地人」 テーマ音楽

Sax：ダニエル・グルメル 大島ミチル
アルトサクソフォーンと管弦楽のための断章 から
　「終わりなき道」、「水の文」、「気狂いと悪魔たちと女」

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ヴァッセナール伯／
　伝ペルゴレーシ

コンチェルト・アルモニコ集 第4番（第2番）　ト長調

J.G.メーダー 12声の交響曲 作品3-1
Vc：マリーン・ヴァン・スターレン フェルトハウス チェロのための「レインボウ・コンチェルト」 （2002）

ズヴェールス 交響曲 第2番 変ホ長調
滝廉太郎／
　山田耕筰、森田佳代子

荒城の月

滝廉太郎／
　山田耕筰、森田佳代子

箱根八里

山田耕筰／森田佳代子 待ちぼうけ
平井康三郎／森田佳代子 平城山

Pf：佐藤圭奈 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ラヴェル なき王女のためのパヴァーヌ
ラヴェル バレエ組曲「マ・メール・ロワ」
リャードフ ババ・ヤガ 作品56
ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」
ハイドン 交響曲 第44番 ホ短調 「悲しみ」
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550
ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

2009/10/8
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第232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：大村博美/ At：池田香織
Tn：福井敬/ Bs：小鉄和広
Ch：東京シティ・フェイル・コーア

ベートーヴェン 荘厳ミサ曲 作品123

モーツァルト 交響曲 第34番 ハ長調 K.338
新実徳英 沈黙（しじま）へ
ストラヴィンスキー 組曲「プルチネルラ」
チャイコフスキー イタリア奇想曲 作品45

2009/11/13
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第233定期演奏会

東京オペラシティ コンサートホール
ヴェルナー・
　アンドレアス・
　アルベルト

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調（ノヴァーク版）

ヴォルフ イタリア風セレナード
ゴルトシュミット 交響的シャコンヌ
R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」作品40

2009/12/27
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第九特別演奏会

東京芸術劇場 ゲルハルト・ボッセ
Sp：釜洞祐子/ At：小原伸枝
　Tn：櫻田亮/ Br：萩原潤

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

マスネ 組曲「アルザスの風景」
Pf：相沢吏江子 ダンディ フランスの山人の歌による交響曲 作品25

マニャール 交響曲 第4番 嬰ハ短調 作品21
ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲
吉松隆 鳥たちの時代
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」
シューマン 交響曲 第4番 ニ短調 作品120
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
コダーイ 管弦楽のための協奏曲

Sp：並河寿美/ Br：小鉄和広 バルトーク 歌劇「青ひげ公の城」作品11（演奏会形式）
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章（指揮体験）
アンダソン サンドペーパー・バレエ（演奏体験）
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
J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」作品324

2010/3/31 オーケストラの日 矢崎彦太郎ティアラこうとう

2010/3/18
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第237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

阪哲朗東京オペラシティ コンサートホール
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第236回 定期演奏会

2010/2/26

2010/1/23 第20回 ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう 藤岡幸夫

2010/1/15
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第235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

2009/12/9
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第234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

2009/10/24 第19回 ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう 矢崎彦太郎

金聖響東京オペラシティ コンサートホール
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第231定期演奏会

2009/9/11

2009/7/16
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第230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

2009/7/4 第18回 ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう 飯守泰次郎

2009/6/19
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第229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

2009/5/30 第17回 ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう 宮本文昭

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

2009/5/8
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
　第228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

1ページ 08.東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
ベートーヴェン 序曲「コリオラン」作品62

Pf：ゲルハルト・オピッツ 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3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ラロ 歌劇「イスの王」序曲

Vc：堤剛 ラロ チェロ協奏曲 ニ短調
フランク 交響曲 ニ短調

Vn：エリック・シューマン ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
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
モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」

Fl：クレモン・デュフー ハチャトゥリヤン フルート協奏曲 ニ短調
レスピーギ バレエ組曲「シバの女王ベルキス」 

2009/5/25 第680回 定期演奏会Ａシリーズ 東京文化会館 小林研一郎 スメタナ 連作交響詩「わが祖国」
2009/5/26 第681回 定期演奏会Ｂシリーズ サントリーホール

ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
Pf：ヴァレリー・アファナシエフ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39
ハイドン 交響曲 第13番 ニ長調

Pf：アンティ・シーララ 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103番 変ホ長調 「太鼓連打」
ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」作品4

Hr：西條貴人 R.シュトラウス ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 作品86
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」
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26

Ｖｎ：ペク・ジュヤン 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 交響詩「四つの伝説」作品22

Vn：山本友重/ Dr：伊藤史朗
CB：伊藤昌明/ Pf：松田真人

ボブ佐久間編
「007」メドレー
　「ロシアから愛をこめて」、「ジェームズ・ボンドのテーマ」、「ゴールド・フィンガー」

ボブ佐久間編

Love at the Movies
　「カサブランカ／時の過ぎゆくまま」、「ボディー・ガード／I will always love you」、
　「追憶」、「ある愛の詩」、「愛と哀しみの果て」、「ロメオとジュリエット」、
　「ミッション／ガブリエルのオーボエ」、「男はつらいよ」、
　「ライオン・キング／Can you feel the love tonight」、
　「サタデー・ナイト・フィーバー／愛はきらめきの中に」、「慕情」、「ひまわり」

ボブ佐久間編
Chansons d’ amour メドレー
　「巴里の空の下セーヌは流れる」、「薔薇色の人生」、「枯葉」、「サン・トワ・マミー」

ボブ佐久間編

Dream at Disney
　「序曲」、
　「メリー・ポピンズ」から「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」、
　「バンビ」から「愛の歌声」、
　「アラジン」から「A whole new world」、
　「リトル・マーメイド」から「Under the Sea」、「Part of your world」、
　「不思議の国のアリス」から「黄金色の昼下がりに」、
　「美女と野獣」、
　「ピノキオ」から「星に願いを」、
　「眠りの森の美女」から「Once upon a dream」、
　「白雪姫」から「ハイホー」、「いつか王子様が」、
　「ノートルダムの鐘」から 「Someday」、
　「わんわん物語」から「ララルー」、
　「ミッキー・マウス・マーチ」

ボブ佐久間編 Sing Sing Sing
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」
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26
ブラームス 大学祝典序曲 作品80
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48 から 第1楽章

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

東京都交響楽団

以下、2009/5/25と同じ

2009/4/4
東京芸術劇場シリーズ
　「作曲家の肖像」 Vol.72　《ベートーヴェン》

東京芸術劇場 エリアフ･インバル

ドミトリー・リス2009/4/10 第678回 定期演奏会Ａシリーズ 東京文化会館

2009/4/28 第679回 定期演奏会Ｂシリーズ サントリーホール 小泉和裕

ドリアン・ウィルソンサントリーホールプロムナードコンサート No.3332009/5/16

2009/6/14 プロムナードコンサート No.334 サントリーホール 梅田俊明

2009/6/19 第682回 定期演奏会Ａシリーズ 東京文化会館 ミラン・トゥルコヴィッチ

2009/6/24 第683回 定期演奏会Ｂシリーズ サントリーホール 小泉和裕

ファブリス・ボロン東京芸術劇場
東京芸術劇場シリーズ
　「作曲家の肖像」 Vol.73　《シベリウス》

2009/7/12

2009/7/19 都響スペシャル「シネマ名曲倶楽部」 サントリーホール ボブ佐久間

2009/7/26
第11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
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すぎやまこういち

交響組曲「ドラゴンクエスト Ⅸ 星空の守り人」から
　「星空へ」、「天の祈り」、「負けるものか」、「せつなき思い」、「野を越え山を越え」、
　「渦巻く欲望」、「王宮のオーボエ」、「星空へ～星空の守り人」、「決戦のとき」、
　「仲間とともに」、「箱舟に乗って」、「来れわが街へ」、「夢見るわが街」、「酒場のポル
カ」、

すぎやまこういち モナリザの微笑
すぎやまこういち ローマの雨
すぎやまこういち 恋のフーガ
すぎやまこういち 君だけに愛を
すぎやまこういち 涙のギター
すぎやまこういち 花の首飾り
すぎやまこういち 亜麻色の髪の乙女
すぎやまこういち 落葉の物語
すぎやまこういち シーサイド・バウンド
すぎやまこういち 学生街の喫茶店
モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲
ラヴェル ボレロ

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
ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番
ストラヴィンスキー サーカス・ポルカ

Pf：パウル・バドゥラ=スコダ モーツァルト ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491
ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1945年版）

2009/9/30 第685回 定期演奏会Ｂシリーズ 東京文化会館
ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

Vn/吉田恭子 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」
ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲

Pf：ミシェル・ダルベルト フランク 交響的変奏曲 嬰ヘ短調
R.シュトラウス ブルレスケ ニ短調
シューマン 交響曲 第4番 ニ短調 作品120
モーツァルト 交響曲 第29番 イ長調 K.201（186a）

Pf：カティア・スカナヴィ プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
ショスタコーヴィチ 交響曲 第6番 ロ短調 作品54
バルトーク ルーマニア民族舞曲

Ob：広田智之 R.シュトラウス オーボエ協奏曲 ニ長調
バルトーク 管弦楽のための協奏曲
コープランド バレエ音楽「アパラチアの春」

Pf：上原彩子 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550
ラヴェル 歌曲集「シェエラザード」
マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2009/11/24 第689回 定期演奏会Ａシリーズ 東京文化会館 エリアフ・インバル ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調（ノヴァーク版）
ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第2番 作品72a

Pf：青柳晋 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
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 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

Ch：栗友会 ホルスト 組曲「惑星」作品32
Vn：イザベル・ファウスト シューマン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調（ノヴァーク版）
2009/12/18 第691回 定期演奏会Ｂ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
Sp：澤畑恵美/ MS：竹本節子
Tn：望月哲也/ Br：成田博之
Ch：二期合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2009/12/25 都響スペシャル「第九」 東京文化会館
2009/12/26 都響スペシャル「第九」 サントリーホール

Sp：吉原圭子
Tn：岡田尚之

グノー
歌劇「ロメオとジュリエット」から
　「清らかな夜」、「恋よ、恋！～ああ、太陽よ昇れ」、「婚礼の夜！」、「私は夢に生きたい」

ベルリーニ 歌劇「カプレーティ家とモンテッキ家」序曲
チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
エルガー 愛のあいさつ 作品12

Sp：半田美和子

以下、2009/12/16と同じ

以下、2009/12/24と同じ
以下、2009/12/24と同じ

エリアフ・インバル

エリアフ・インバル

ジェイムズ・デプリースト

ゴロー・ベルク

以下、2009/9/29と同じ

2009/9/21
すぎやまこういちが、やってきた！
　～ヒット曲からドラゴンクエストまで～

札幌コンサートホールKitara大ホール すぎやまこういち

2009/9/22 東京都交響楽団 札幌特別公演 札幌コンサートホールKitara大ホール 小泉和裕

アンドリュー・リットンサントリーホール第684回 定期演奏会Ａシリーズ2009/9/29

2009/10/3
都響・調布シリーズ No.11
　オータムリーブス・コンサート

調布市グリーンホール 金聖響

2009/10/18 プロムナードコンサート No.335 サントリーホール オレグ・カエターニ

2009/10/23 第686回 定期演奏会Ａシリーズ 東京文化会館 オレグ・カエターニ

アンドリュー・グラムスサントリーホール第687回 定期演奏会Ｂシリーズ2009/10/30

2009/11/3 プロムナードコンサート No.336 サントリーホール アンドリュー・グラムス

サントリーホール第688回 定期演奏会Ｂシリーズ2009/11/19

2009/11/29
東京芸術劇場シリーズ
　「作曲家の肖像」 Vol.74　《ベートーヴェン》

東京芸術劇場

2009/12/11 都響スペシャル「横浜公演」 横浜みなとみらいホール ジェイムズ・デプリースト

東京文化会館第690回 定期演奏会Ａシリーズ2009/12/16

2009/12/24 都響スペシャル「第九」 東京芸術劇場

2010/1/8
新春カジュアル・コンサート
　「オーケストラで学ぶ恋愛講座」
　　《ロメオとジュリエット》

東京芸術劇場 沼尻竜典
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Fl：柳原佑介
Ob：広田智之、大植圭太郎
Cl：三界秀実、野田祐介
Fg：岡本正之、向後崇雄、山田知史
Hr：伊藤圭、齋藤雄介、
Hr：有馬純晴、西條貴人、
　　野見山和子、和田博史、
　　田島小春、濱地宗

グノー 小交響曲 変ロ長調

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」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

Pf：岡田博美 野田 暉行 ピアノ協奏曲
Sp：天羽明惠 野田 暉行 コラール交響曲 作品9

ブリテン 鎮魂交響曲 作品20
ベルク 歌劇「ルル」からの5つの交響的小品
松平 頼則 「ダンス・サクレとダンス・フィナル」から 「ダンス・サクレ（振鉾）」

尺八：坂田誠山 廣瀬 量平 尺八とオーケストラのための協奏曲
三木稔 春秋の譜

筝：木村玲子　　　 ウォマック 「After」（尺八と二十一絃箏のための協奏曲）〔日本初演〕
ラヴェル 組曲「クープランの墓」

Vn：松田理奈 ラヴェル チガーヌ
Pf：横山幸雄 ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調

ラヴェル ボレロ

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

ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 から 第1楽章
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 作品27-2 「月光」
モーツァルト きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265
シューベルト 4つの即興曲 D.935から 第3番 変ロ長調 
リスト 愛の夢 第3番 変イ長調
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」
ベートーヴェン 「エグモント」序曲

Pf：小菅優 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」

Vn：吉岡麻貴子、横山和加子
Va：小林明子　Vc：長谷部一郎
Pf：三浦友理枝

メンデルスゾーン 弦楽四重奏のための4つの小品 作品81-1 アンダンテ（変奏曲） ホ長調

シューマン ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44
ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59-1 「ラズモフスキー 第1番」
チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」

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
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

2010/3/25 第694回 定期演奏会Ａシリーズ 東京文化会館 エリアフ・インバル ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調（ノヴァーク版）

2010/3/30 第695回 定期演奏会Ｂシリーズ サントリーホール エリアフ・インバル
MS：イリス・フェルミリオン
Ch：晋友会合唱団、
　NHK東京児童合唱団

マーラー 交響曲 第3番 ニ短調

2010/3/31 都響スペシャル サントリーホール 以下、2010/3/30と同じ

Pf：野原みどり

下野竜也

船橋洋介

エリアフ・インバル

井上道義

小泉和裕2010/1/26

2010/3/21 プロムナードコンサート No.337 サントリーホール エリアフ・インバル

2010/3/19
都響メンバーによる
　室内楽トークコンサート Vol.2
　　《弦楽アンサンブルの楽しみ》

東京文化会館

2010/3/6

2010/3/14
東京芸術劇場シリーズ
　「作曲家の肖像」 Vol.76　《ベートーヴェン》

東京芸術劇場

東京文化会館第26回 障害者のためのふれあいコンサート

2010/1/31
東京芸術劇場シリーズ
　「作曲家の肖像」 Vol.75　《ラヴェル》

東京芸術劇場

サントリーホール第693回 定期演奏会

2010/1/17
都響メンバーによる
　室内楽トークコンサート Vol.1
　　《木管アンサンブルの楽しみ》

東京文化会館

2010/1/21 第692回 定期演奏会Ａシリーズ 東京文化会館
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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
R.シュトラウス 祝典前奏曲 作品61
シェーンベルク 浄められた夜 作品4
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
ベートーヴェン 「エグモント」序曲

Pf：ダン・エッティンガー
Vn：荒井英治
Vc：金木博幸

ベートーヴェン ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲 ハ長調 作品56

レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」
ショスタコーヴィチ ジャズ・バンドのための組曲 第1番

Vn：三浦章広 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「ローマの祭り」
芥川也寸志 交響管弦楽のための音楽

Pf：アンドレイ・コロベイニコフ グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

Pf：アンドレイ・コロベイニコフ 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
J.シュトラウス ウィーン・フィルハーモニーのためのファンファーレ
J.シュトラウス ウィーン祝典行進曲 作品115

Sp：西野薫 モーツァルト／石橋和巳 春へのあこがれ K.596
モーツァルト／石橋和巳 すみれ K.476
メンデルスゾーン／鈴木隆太 歌曲集 作品34 から 「歌の翼に」
J.シュトラウス 皇帝円舞曲 作品437
ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
ブラームス 大学祝典序曲 作品80
ベートーヴェン 序曲「献堂式」作品124
R.シュトラウス 皇紀2600年奉祝音楽

2009/6/25 第46回 東京オペラシティ定期シリーズ 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：マリア・ルイジア・ボルシ
Tn：ダニール・シュトーダ
Br：ヴァシリー・ゲレッロ
Ch：新国立劇場合唱団

ヴェルディ 歌劇「椿姫」（演奏会形式）

2009/6/26 第772回 サントリー定期シリーズ サントリーホール
2009/6/28 第773回 オーチャード定期演奏会 Bunkamuraオーチャードホール

三善晃 交響詩「連禱富士」
指揮＋Pf：渡邊一正 モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
〔バレエ〕
シンデレラ：下村由理恵
王子：佐々木大
ダンサー：奥田花純、金子優、
　大長亜希子

プロコフィエフ バレエ組曲「シンデレラ」（演奏会形式バレエ）

ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2009/7/24 第775回 サントリー定期シリーズ サントリーホール

チャイコフスキー
組曲「くるみ割り人形」作品71a から
　「小さい序曲」、「行進曲」、「トレパーク」、「花のワルツ」

ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」
エルガー 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調

Vn：宮本笑里 モンティ チャールダーシュ
服部 隆之 Les Enfants de La Terre～地球のこどもたち～
リスト ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調

お話：黒柳徹子 小森昭宏 音楽物語「窓ぎわのトットちゃん」
レノン イマジン
三善晃 オーケストラのための「ノエシス」

Pf：プラメナ・マンゴーヴァ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第4番 ト短調 作品40
R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」作品40

以下、2009/6/25と同じ
以下、2009/6/25と同じ

以下、2009/7/23と同じ

2009/9/11 第776回 サントリー定期シリーズ サントリーホール 尾高忠明

2009/8/15 ハートフル・コンサート 2009 東京芸術劇場 円光寺雅彦

2009/8/1 こども音・楽・館 2009 東京オペラシティ コンサートホール チョン・ミョンフン

2009/7/23 第47回 東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール チョン・ミョンフン

2009/7/5 第774回 オーチャード定期演奏会 Bunkamuraオーチャードホール 渡邊一正

2009/6/21 第40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

2009/5/10 第771回 オーチャード定期演奏会 Bunkamuraオーチャードホール 飯守泰次郎

2009/5/8 第770回 サントリー定期シリーズ サントリーホール 飯守泰次郎

2009/4/26 第769回 オーチャード定期演奏会 Bunkamuraオーチャードホール ダン・エッティンガー

2009/4/23 第45回 東京オペラシティ定期シリーズ 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

東京フィルハーモニー交響楽団

2009/4/17 第768回 サントリー定期シリーズ サントリーホール ダン・エッティンガー
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ロジャース 「ステート・フェア」から 「歌にはもってこいの夜」

ロジャース
「サウンド・オブ・ミュージック」から
　「イントロダクション～サウンド・オブ・ミュージック」、「メイン・タイトル」、「ドレミの歌」、
　「さようなら、ごきげんよう」、「すべての山に登れ～フィナーレ」

ロジャース
「王様と私」から
　「Shall We Dance?」、「シャムと子どもたちの行進」、「仲よくしましょう」

ロジャース
映画「南太平洋」から
　「メイン・タイトル」、「魅惑の宵」、「私に告げて」、「ご婦人が一番」、「フィナーレ」

ロジャース
「回転木馬」から
　「カルーセル・ワルツ」、「もしあなたを愛したら」、「6月はいっせいに花開く」

ロジャース
「オクラホマ」から
　「メインタイトル～すばらしい朝」、「飾りのついた四輪馬車」、「オクラホマ！」

ラフマニノフ 交響詩「死の島」作品29
Vc：趙静 カバレフスキー チェロ協奏曲 第1番 ト短調 作品49

グラズノフ 交響曲 第6番 ハ短調 作品58
ラフマニノフ 交響詩「死の島」作品29

Vc：趙静 チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
チャイコフスキー 交響曲「マンフレッド」作品58
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

Sp：大山亜希子 ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲
Tn：村上敏明 フンパーディング 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」から「第2幕への前奏曲」

MS：鈴木涼子 ワーグナー
歌劇「ローエングリン」から
　第1幕への前奏曲、第3幕への前奏曲

Bｓ：タン・ジュンボ プッチーニ

歌劇「蝶々夫人」から
　第1幕「蝶々夫人登場の場面、「おお神」の合唱、ボンゾ登場、二重唱
　第2幕「ある晴れた日に」、「港から大砲が」、「花の二重唱」、「ハミングコーラス」
　第3幕「間奏曲」、「朝の音楽」、「さらば愛の巣よ」、
　「ケート、シャープレスの退場後から終幕」

2009/11/6 第778回 サントリー定期シリーズ サントリーホール チョン・ミョンフン

Sp：林正子
Br：チェ・ウンジョ
Ch：東京オペラシンガーズ
合唱指揮：宮松重紀

ブラームス ドイツ・レクイエム 作品45

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98
レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」

Hr：マルティン・ヴァン・デ・メルヴェ モーツァルト ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 K.495
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70
ベートーヴェン 序曲「コリオラン」作品62

Sp：中嶋彰子/ At：山下牧子
Tn：笛田博昭/ Br：甲斐栄次郎
Ch：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」

2009/12/26 『第九』特別演奏会 Bunkamuraオーチャードホール
2009/12/27 『第九』特別演奏会 東京オペラシティ  コンサートホール

J.シュトラウス ワルツ「春の声」作品410

ショパン／R.ダグラス編
「レ・シルフィード」
　「ワルツ」、「マズルカ」、「華麗なる大円舞曲」

ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」
武満徹 グリーン
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
ハイドン ヴァイオリン協奏曲 第1番 ハ長調 から 第2楽章
ショスタコーヴィチ バレエ音楽「明るい川」作品39 から 「ワルツ」
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

2010/1/3 ニューイヤーコンサート2010
真島俊夫 New Year March 〔世界初演〕
真島俊夫 サンバ・エキスプレス
真島俊夫 3つのジャポニスム〔管弦楽版世界初演〕
真島俊夫編 ハッピー・バースディ・トゥー・ユー
ガレスピー／真島俊夫 マンテカ
東海林修 ディスコ・キッド
バーンズ アルヴァマー序曲
リード エルカミーノ・レアル
ブルジョワ 金管六重奏とバンドのための協奏曲
ショパン／星出尚志 別れの曲
ブラームス／天野正道 交響曲 第1番 から 第4楽章
ヤナーチェク シンフォニエッタ

以下、2009/12/21と同じ

以下、2010/1/2と同じ

ゲスト：ブラス・ヘキサゴン
司会：朝岡 聡

司会：朝岡聡
Pf：菊池洋子
Vn：郷古廉

以下、2009/12/21と同じ

ミハイル・プレトニョフ

コンスタンティン・キツォプ

2010/1/11 渋谷ブラスフェスタ Bunkamuraオーチャードホール 渡邊一正、真島俊夫

2010/1/2 ニューイヤーコンサート2010 Bunkamuraオーチャードホール 井上道義

2009/12/21 『第九』特別演奏会 サントリーホール オンドレイ・レナルト

2009/11/22 第779回 オーチャード定期演奏会 Bunkamuraオーチャードホール ルドヴィーク・モルロー

2009/11/10 第49回 東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール チョン・ミョンフン

2009/10/18 第41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

2009/9/27 第777回 オーチャード定期演奏会 Bunkamuraオーチャードホール ミハイル・プレトニョフ

東京オペラシティ コンサートホール第48回 東京オペラシティ定期シリーズ2009/9/24

2009/9/20 オーケストラ名作シネマ館 東京オペラシティ コンサートホール
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チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 第4楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」（改訂版） 第3楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」（ハース版） 第3楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」（改訂版） 第4楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」（ハース版） 第4楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調（ハース版） 第3楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調（改訂版） 第3楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調（ハース版） 第4楽章
ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調（改訂版） 第4楽章
ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調（改訂版） 第2楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調（ハース版） 第2楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調（ハース版） 第4楽章（抜粋）
ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調（ノヴァーク版） 第4楽章（抜粋）

Pf：キム・ソヌク モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2010/1/31 第780回 オーチャード定期演奏会 Bunkamuraオーチャードホール
Tp：マティアス・ヘフス ジョリヴェ トランペット協奏曲 第1番

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調
2010/2/26 第781回 サントリー定期シリーズ サントリーホール 小林研一郎 スメタナ 連作交響詩「わが祖国」

グリーグ
「ペール・ギュント」作品23 から
　「朝」、「ソルヴェイグの歌」

Pf：小林亜矢乃 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
コダーイ ガランタ舞曲
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 「若い王子と王女」
ラヴェル ボレロ

2010/3/7 第782回 オーチャード定期演奏会 Bunkamuraオーチャードホール アルベルト・ゼッダ
Sp：マリーナ・レベカ
Tn：シー・イージェ/ Bs：牧野正人

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」（抜粋）

Sp：マリーナ・レベカ
At：松浦麗/ Tn：シー・イージェ
Bs：牧野正人

ロッシーニ カンタータ「ディドーネの死」

ロッシーニ スタバト・マーテル
監修：吉松隆 吉松隆 アトム・ハーツ・クラブ組曲第一番
Pf：中野翔太 ドヴォルザーク アメリカ・Remix～弦楽四重奏曲「アメリカ」によるピアノとオーケストラのための

黛敏郎 BUGAKU
エマーソン タルカス
R.シュトラウス 交響詩「ドン・フアン」作品20

Pf：仲道郁代 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」
シュレーカー 歌劇「烙印を押された人々」序曲

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」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

以下、2010/1/28と同じ

2010/3/25 第783回 サントリー定期シリーズ サントリーホール 川瀬賢太郎

2010/3/20 響きの森クラシックシリーズ 文京シビックホール 渡邊一正

2010/3/14 新・音楽の未来遺産 東京オペラシティ コンサートホール 藤岡幸夫

2010/3/11 第52回 東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール アルベルト・ゼッダ

2010/2/28 第43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 指揮＋ナビゲーター：小林

2010/2/18 第51回 東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール 尾高忠明

2010/1/28 第50回 東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール チョン・ミョンフン

2010/1/24 第42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 指揮＋ナビゲーター：高関
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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
ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」作品9
ベルリオーズ 劇的物語「ファウストの劫罰」作品24から 「ラコッツィ行進曲」

Va：後藤悠仁 ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」作品16 から 第1楽章
ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
ハイドン 交響曲 第44番 ホ短調 「悲しみ」

Ob：ハンスイェルク・
　シェレンベルガー

モーツァルト オーボエ協奏曲 ハ長調 K.271k

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
宮川 彬良 空のわすれもの
宮川泰 イスカンダル
宮川泰 真赤なスカーフ
いずみたく／宮川彬良 見上げてごらん夜の星を
アフリカン・アメリカン・スピリチュアル Deep river
ミラー／宮川彬良 ムーンライト・セレナーデ
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
高取ヒデアキ／高木洋 「タイタニア」から 「あの宇宙を、征け」

宮川泰
交響組曲「宇宙戦艦ヤマト」から
　「序曲」、「誕生」、「出発」、「サーシャ」、「試練」、「追憶」、「ヤマトのテーマ」

浦田健次郎 北穂に寄せて
ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」

2009/4/25 第609回  定期演奏会
語り：蓮佛美沙子
アコーディオン：大田智美

武満徹 系図～若い人たちのための音楽詩

R.シュトラウス 家庭交響曲 作品53
モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲

Pf.：三浦友理枝 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2番 ニ長調 作品73
J.シュトラウス ワルツ「春の声」作品410
J.シュトラウス ワルツ「酒、女、歌」作品333
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
J.シュトラウス ポルカ「浮気心」作品319
J.シュトラウス 皇帝円舞曲 作品437
リムスキー・コルサコフ 歌劇「皇帝サルタンの物語」から 「くまんばちは飛ぶ」

Cl：橋本杏奈 ウェーバー クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 作品73
レハール 喜歌劇「ほほえみの国」序曲

Vo：純名りさ レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「Flirten, bisschen flirten」
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドー」から 「ヴィリアの歌」
レハール ワルツ「金と銀」作品79
リーヴァイ ミュージカル「エリザベート」から 「私だけに」
リーヴァイ ミュージカル「モーツァルト！」から 「星から降る金」
ロウ 「マイ・フェア・レディ」から 「踊り明かそう」
バーンスタイン 「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「素敵な気持ち」
サルトリ タイム・トゥ・セイ・グッドバイ
マンシーニ 映画「ひまわり」から 「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」
ラヴェル ボレロ
マーラー 交響曲 第10番 嬰ヘ短調から 「アダージョ」
R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64

2009/5/30 第610回  定期演奏会
ラヴェル 海原の小舟
ラヴェル 道化師の朝の歌

Pf：小川典子 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」
ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲

Pf：伊藤恵 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2009/6/14 第186回 サンデーコンサート 東京芸術劇場
チャイコフスキー 組曲 第4番 ト長調 作品61 「モーツァルティアーナ」

Vn：ニコラ・ベネデッティ モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216
プロコフィエフ 交響曲 第2番 ニ短調 作品40

2009/6/20 第611回 定期演奏会

以下、2009/5/29と同じ

Vo：ささきいさお
Tn：錦織健

宮川彬良

ハンスイェルク・
　シェレンベルガー

以下、2009/4/24と同じ

以下、2009/5/29と同じ

以下、2009/6/19と同じ

日本フィルハーモニー交響楽団

2009/4/12 第330回 名曲コンサート サントリーホール 小林研一郎

2009/4/24 第609回  定期演奏会 サントリーホール 小林研一郎

2009/4/18 第246回  横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール

2009/4/19 第184回 サンデーコンサート 東京芸術劇場

2009/5/9 第247回 横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 沼尻竜典

2009/5/17 第331回 名曲コンサート サントリーホール 沼尻竜典

2009/5/20 第9回 杉並アフタヌーン･シリーズ 杉並公会堂大ホール 梅田俊明

2009/5/24 第185回 サンデーコンサート 東京芸術劇場 竹本泰蔵

2009/5/29 第610回  定期演奏会 サントリーホール 沼尻竜典

2009/6/7 第332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

2009/6/13 第248回 横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール アレクサンドル・ラザレフ

2009/6/19 第611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
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メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

メンデルスゾーン
「夏の夜の夢」の音楽 作品61から
　「間奏曲」、「夜想曲」、「結婚行進曲」

Vn：チャールズ・ウェザビー 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5番 ニ短調 作品107 「宗教改革」
武満徹 樹の曲
ハイドン 交響曲 第92番 ト長調 「オックスフォード」

Ch：東京音楽大学 ストラヴィンスキー 詩篇交響曲
2009/7/11 第612回 定期演奏会

フンク 組曲 ニ長調から

ロジャーズ／山本祐ノ介
「サウンド・オブ・ミュージック」から
　「前奏曲」、「サウンド・オブ・ミュージック」、「ひとりぼっちの羊飼い」、「エーデルワイス」、
　「すべての山に登れ」

ピアソラ／山本祐ノ介 リベルタンゴ
ヴィラ＝ロボス ブラジル風バッハ 第1番
ハイドン 交響曲 第60番 ハ長調 「うつけ者」

お話とうた：江原陽子 ビゼー 歌劇「カルメン」第1幕への前奏曲
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
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」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」作品71（抜粋）
久石譲／和田薫 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
長万部太郎／長山善洋 WAになっておどろう
久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
エルガー 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調

2009/7/19 夏休みコンサート2009 東京芸術劇場
2009/7/19 夏休みコンサート2009
2009/7/20 夏休みコンサート2009 大宮ソニックシティホール
2009/7/23 夏休みコンサート2009 千葉県文化会館
2009/7/25 夏休みコンサート2009 横浜みなとみらいホール
2009/7/25 夏休みコンサート2009
2009/7/26 夏休みコンサート2009 サントリーホール
2009/7/26 夏休みコンサート2009
2009/7/28 夏休みコンサート2009 習志野文化ホール 渡邊一正
2009/7/29 夏休みコンサート2009 テアトロジーリオショウワ
2009/8/1 夏休みコンサート2009 鎌倉芸術館
2009/8/2 ファミリーサマーフェスタ 横浜みなとみらいホール
2009/8/2 ファミリーサマーフェスタ

ショスタコーヴィチ 祝典序曲 イ長調 作品96
Vn：樫本大進 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
2009/9/5 第613回 定期演奏会

メンデルスゾーン 弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20
語り：茂山宗彦 サン＝サーンス 組曲「動物の謝肉祭」

モーツァルト 交響曲 第25番 ト短調 K.183（173dB）
Hr：福川伸陽 R.シュトラウス ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11
Og：勝山雅世 サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」

2009/9/15 第33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
チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」

Vn：扇谷泰朋 ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」
ボロディン 交響詩「中央アジアの草原で」
ベートーヴェン 序曲「献堂式」 作品124

Pf：長岡純子 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
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）
ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲

Tn：秋川雅史 ヴェルディ 歌劇「ルイーザ・ミラー」から 「夜が静まったとき」
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
新井満／山下康介 千の風になって
冨田勲 NHK「新日本紀行」テーマ
吉俣良 NHK大河ドラマ「篤姫」から 「メイン・テーマ」
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 バレエ音楽「くるみ割り人形」作品71（抜粋）
プロコフィエフ バレエ組曲「シンデレラ」第1番から
プロコフィエフ バレエ組曲「シンデレラ」第2番から

以下、2009/8/2と同じ

以下、2009/9/4と同じ

梅田俊明

以下、2009/9/12と同じ

以下、2009/7/18と同じ
以下、2009/7/28と同じ
以下、2009/7/28と同じ
以下、2009/7/28と同じ

以下、2009/7/26と同じ

梅田俊明

以下、2009/7/18と同じ
以下、2009/7/19と同じ

以下、2009/7/18と同じ
以下、2009/7/18と同じ
以下、2009/7/18と同じ

以下、2009/7/10と同じ

以下、2009/7/25と同じ
以下、2009/7/18と同じ

2009/10/12 第334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

2009/7/4 第249回 横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 広上淳一

2009/7/10 第612回 定期演奏会 サントリーホール 広上淳一

2009/7/15 第10回 杉並アフタヌーン・シリーズ 杉並公会堂大ホール

2009/7/18 夏休みコンサート2009 府中の森芸術劇場

2009/9/4 第613回 定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン

2009/9/9 第11回 杉並アフタヌーン・シリーズ 杉並公会堂大ホール

2009/9/12 第333回 名曲コンサート サントリーホール

2009/9/16 第33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 梅田俊明

2009/9/26 第250回 横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 現田茂夫

2009/9/27 第188回 サンデーコンサート 東京芸術劇場 飯森範親
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ハチャトゥリヤン
バレエ音楽「スパルタクス」から
　「情景とクロタルムスの踊り」、「スパルタクスとフリーギアのアダージョ」、
　「エギナのヴァリアシオンとバッカナール」

Sp：幸田浩子 グリエール 声と管弦楽のための協奏曲 作品82
ラフマニノフ ヴォカリーズ 作品34-14
チャイコフスキー 交響曲「マンフレッド」作品58

2009/10/18 第189回 サンデーコンサート 東京芸術劇場
チャイコフスキー 幻想序曲「ハムレット」作品67a

Pf：田村響 モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595
プロコフィエフ 交響曲 第3番 ハ短調 作品44

2009/10/24 第614回 定期演奏会

2009/11/1 第190回 サンデーコンサート 東京芸術劇場 藤岡幸夫

Sp：並河寿美/ At：竹本節子
Tn：福井敬/ Bs：久保和憲
Ch：日本フィルハーモニー協会
　　　合唱団

ヴェルディ レクイエム

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
Pf：児玉麻里 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲
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「ワルキューレ」から
　「ワルキューレの騎行」、「ウォータンの別れと魔の炎の音楽」

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 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

2009/11/14 第615回 定期演奏会
Vn：木野雅之 ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50
Pf：河村尚子 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6番 ヘ長調 作品68 「田園」

2009/12/4 第616回 定期演奏会 サントリーホール
イルジー・
　ビェロフラーヴェク

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調

2009/12/5 第616回 定期演奏会
Og：勝山雅世
Sp：菅英三子/ At：相田麻純
Tn：錦織健/ Bs：青戸知
Ch：武蔵野合唱団

バッハ カンタータ「心と口と行いと命」BWV.147から 「主よ、人の望みの喜びよ」

バッハ トッカータとフーガ ニ短調 BWV.565
ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2009/12/19 「第九交響曲」特別演奏会2009 サントリーホール 小林研一郎 Ch：東京音楽大学　

2009/12/20 第191回 サンデーコンサート 東京芸術劇場 小林研一郎
Ch：日本フィルハーモニー協会
　　　合唱団
Tp：オッタヴィアーノ・
　　　クリストーフォリ

ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調

Sp：釜洞祐子/ At：重松みか
Tn：錦織健/ Bs：河野克典
Ch：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」

2009/12/23 「第九交響曲」特別演奏会2009 横浜みなとみらいホール
2009/12/26 第253回 横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 小林研一郎 Ch：東京音楽大学　

2009/12/27 「第九交響曲」特別演奏会2009 サントリーホール 小林研一郎
Ch：日本フィルハーモニー協会
　　　合唱団

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲
Hp：吉野直子/ Fl：高木綾子 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9番 ホ短調 作品95 「新世界から」
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：矢野玲子 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 序曲「1812年」作品49

Pf：梯剛之 ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
小山清茂 管弦楽のための鄙歌 第2番
湯浅譲二 交響組曲《奥の細道》
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98

2010/1/30 第617回 定期演奏会
パッヘルベル カノン
ヴィヴァルディ 4つのヴァイオリンのための協奏曲
バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV.1068 から 「エア」
グリーグ 抒情小品集 第3集から 「愛の歌」作品43-5
グリーグ 抒情小品集 第9集から 「ゆりかごの歌」作品68-5
ブリテン シンプル・シンフォニー 作品4
バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV.1043

以下、2009/11/13と同じ

以下、2009/12/4と同じ

以下、2009/12/22と同じ

以下、2010/1/29と同じ

以下、2009/12/18と同じ

以下、2009/12/18と同じ

以下、2009/12/18と同じ

以下、2009/12/18と同じ

以下、2009/10/17と同じ

以下、2009/10/23と同じ

2010/2/3 第12回 杉並アフタヌーンシリーズ 杉並公会堂

2010/1/29 第617回 定期演奏会 サントリーホール 飯守泰次郎

2010/1/17 第336回 名曲コンサート サントリーホール 小林研一郎

2010/1/10 第192回 サンデーコンサート 東京芸術劇場 小林研一郎

2010/1/9 第254回 横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 小林研一郎

2009/12/22 「第九交響曲」特別演奏会2009 東京芸術劇場 広上淳一

2009/12/18 「第九交響曲」特別演奏会2009 東京芸術劇場 小林研一郎

2009/11/22 第335回 名曲コンサート サントリーホール 小林研一郎

2009/11/13 第615回 定期演奏会 サントリーホール マルティン・ジークハルト

2009/11/7 第252回 横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 外山雄三

2009/10/23 第614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

2009/10/17 第251回 横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール アレクサンドル・ラザレフ
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渡辺俊幸 ファンファーレ・フォー・ザ・セレブレーション

J.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」、「ハリーのふしぎな世界」

山本直純 男はつらいよ
ザ・ビートルズ・メドレー第1番

リムスキー・コルサコフ 交響組曲《シェエラザード》から「若き王子と王女」
ゲスト：平原綾香 ドヴォルザーク／渡辺俊幸 新世界

ホルスト／宮川彬良 Jupiter
ショパン、椎名邦仁／椎名邦仁 ノクターン
リムスキー・コルサコフ／渡辺俊幸 シェエラザード
渡辺俊幸 NHKドラマ「大地の子」メインテーマ
渡辺俊幸 NHK大河ドラマ「利家とまつ」メインテーマ「颯流」
チャイコフスキー 戴冠式祝典行進曲

Pf：小山実稚恵 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 バレエ音楽「くるみ割り人形」作品71（抜粋）
ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲

Vn：神尾真由子 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2010/2/17 第35回 九州公演　鹿児島演奏会 宝山ホール
ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲

Pf：小山実稚恵 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2010/2/20 第35回 九州公演　田川演奏会 田川文化センター
チャイコフスキー 戴冠式祝典行進曲

Vn：神尾真由子 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」作品71（抜粋）

2010/2/22 第35回 九州公演　唐津演奏会 唐津市民会館大ホール
2010/2/23 第35回 九州公演　佐賀演奏会 佐賀市文化会館　大ホール
2010/2/25 第35回 九州公演　長崎演奏会 長崎ブリックホール
2010/2/26 第35回 九州公演　福岡演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール
2010/2/27 第35回 九州公演　大牟田演奏会 大牟田文化会館大ホール

シベリウス 交響詩「四つの伝説」作品22 から 「トゥオネラの白鳥」
Vn：渡辺玲子 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
Sp：天羽明恵、加納悦子/
Tn：鈴木准/ Br：成田眞/
Ch：東京音楽大学

モーツァルト ミサ曲 ハ短調 K.427（417a）

　 プロコフィエフ 交響曲 第4番（改訂版） ハ長調
2010/3/13 第618回 定期演奏会

シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
ビゼー 「カルメン」組曲から
サン＝サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ
マスネ タイスの瞑想曲
サラサーテ チゴイナーワイゼン
ビゼー 「アルルの女」組曲第1番、第2番

Vn：小林美恵

以下、2010/2/16と同じ
以下、2010/2/15と同じ
以下、2010/2/16と同じ

以下、2010/3/12と同じ

以下、2010/2/15と同じ

以下、2010/2/18と同じ

以下、2010/2/18と同じ
以下、2010/2/16と同じ

2010/3/28 第194回 サンデーコンサート 東京芸術劇場 小林研一郎

2010/3/22 第337回 名曲コンサート サントリーホール 西本智実

2010/3/12 第618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

2010/3/6 第255回 横浜定期 横浜みなとみらいホール アレクサンドル・ラザレフ

2010/2/21 第35回 九州公演　北九州演奏会 ウェルシティ小倉 九州厚生年金会館 アレクサンドル・ラザレフ

2010/2/18 第35回 九州公演　熊本演奏会 熊本県立劇場コンサートホール アレクサンドル・ラザレフ

2010/2/16 第35回 九州公演　宮崎演奏会 メディキット県民文化センター アレクサンドル・ラザレフ

渡辺俊幸

2010/2/15 第35回 九州公演　大分演奏会 iichiko グランシアタ アレクサンドル・ラザレフ

2010/2/7
第193回 サンデーコンサート
　シンフォニック・エンタテインメントVol.1

東京芸術劇場
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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
芥川也寸志 エローラ交響曲
藤倉大 アトム

男声Ch：東京混声合唱団 　　　　　　 黛敏郎 涅槃交響曲
モーツァルト 歌劇「劇場支配人」序曲
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 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

2009/4/13 第513回 名曲シリーズ サントリーホール
ラモー 歌劇「ダルダニュス」組曲 から
ラヴェル 組曲「クープランの墓」
ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14

2009/4/19 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール
チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」から 「ポロネーズ」
J.シュトラウス ポルカ「クラプフェンの森にて」
J.シュトラウス ポルカ「観光列車」
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 バレエ組曲「くるみ割り人形」から 

Pf：デヤン･ラツィック 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3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2009/5/22 第514回 名曲シリーズ サントリーホール

シベリウス
交響詩「四つの伝説」作品22から
　「トゥオネラの白鳥」、「レンミンケイネンの帰郷」

Vn：バーナバス・ケレマン 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
ラフマニノフ 交響的舞曲　作品45

2009/5/30 第111回 東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場
ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲

Cl：ザビーネ・マイヤー ウェーバー クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 作品73
ドヴォルザーク 交響曲 第1番 ハ短調 「ズロニツェの鐘」

2009/6/9 第162回 東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場
Pf：三浦友理枝 R.シュトラウス 組曲「町人貴族」

R.シュトラウス 家庭交響曲 作品53
ヒンデミット ラグタイム

Pf：ジャン＝マルク・ルイサダ ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2009/6/21 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール
共演：トルヴェール・クヮルテット
　　（サクソフォーン四重奏）

リード／中原達彦 アルメニアン・ダンス Part I （管弦楽版）

長生淳 サクソフォーン・クヮルテットとオーケストラのための「プライム～クライム～ドライヴ」
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
マスネ タイスの瞑想曲
ラヴェル ボレロ

Pf：清水和音 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
Ch：国立音楽大学合唱団 ホルスト 組曲「惑星」作品32

2009/7/6 第484回 定期演奏会 サントリーホール
レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」
レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」
レスピーギ 交響詩「ローマの松」
メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26

Vn：戸田弥生 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3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

2009/7/17 第516回 名曲シリーズ サントリーホール
Vn：エリック・シューマン メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
Vc：マーク･シューマン ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
Pf：イリーナ・メジューエワ チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

2009/8/17 サマーフェスティバル「三大協奏曲のしらべ」 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」
ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」（ホグウッド校訂新版）
マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

以下、2009/6/8と同じ

以下、2009/6/20と同じ

以下、2009/7/5と同じ

尾高忠明

パオロ・カリニャーニ

以下、2009/4/12と同じ

以下、2009/4/18と同じ

以下、2009/5/21と同じ

以下、2009/5/28と同じ

Nr：永井一郎、増山江威子、
　　　河本啓佑
司会：井上富美子

2009/8/26 第517回 名曲シリーズ サントリーホール 高関健

2009/8/21 サマーフェスティバル「三大交響曲のしらべ」 サントリーホール 山下一史

2009/8/16 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール 高関健

東京芸術劇場第163回 東京芸術劇場名曲シリーズ2009/7/16

2009/7/11 第113回 東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場

2009/7/5 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール パオロ・カリニャーニ

2009/6/28 大田区民ホールアプリコ 下野竜也 アプリコ・オーケストラ･クロスオーバー・シリーズプ

2009/6/20 第112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

2009/6/15 第483回 定期演奏会 サントリーホール 秋山和慶

2009/6/8 第515回 名曲シリーズ サントリーホール 下野竜也

2009/5/28 第482回 定期演奏会 サントリーホール オラリー･エルツ

2009/5/21 第161回 東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場 スコット･ユー

2009/5/2 ファミリーコンサート in 鎌倉 2009 鎌倉芸術館 上野正博

2009/4/18 第160回 東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場
シルヴァン・
　カンブルラン

シルヴァン･
　カンブルラン

東京芸術劇場第110回 東京芸術劇場マチネーシリーズ2009/4/12

読売日本交響楽団

2009/4/7 第481回 定期演奏会 サントリーホール 下野竜也

以下、2009/7/16と同じ

以下、2009/8/16と同じ
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 Pf：小川典子ほか 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 ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19 から 第3楽章
ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36 から 第2楽章
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
ベートーヴェン 交響曲「ウェリントンの勝利」作品91 から 第1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（抜粋）
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」 から 第2楽章
サン・サーンス 組曲「動物の謝肉祭」
サン・サーンス 「アルジェリア組曲」作品60 から 「フランス軍隊行進曲」
サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」 から 第2楽章
バルトーク 管弦楽のための協奏曲
ラヴェル スペイン狂詩曲
ラヴェル ボレロ

2009/9/17 名曲シリーズ　（西宮）
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

Pf：アンドレ･ワッツ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調

2009/9/24 第518回 名曲シリーズ サントリーホール
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103 「1905年」
バッハ／レーガー 「おお人よ、汝の大きな罪をを嘆け」 BWV.622

Vc：ピーター・ウィスペルウェイ ヒンデミット チェロ協奏曲 変ホ長調 作品3
Sp：澤畑恵美、國光ともこ
Tn：永田峰雄
Ch：新国立劇場合唱団
合唱指揮：田中信昭

メンデルスゾーン 交響曲 第2番 変ロ長調 作品52 「賛歌」

2009/10/19 第165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 交響曲 第1番 ハ短調 作品11

Pf：小菅優 メンデルスゾーン ピアノ協奏曲 第1番 ト短調 作品25
メンデルスゾーン 交響曲 第5番 ニ短調 作品107 「宗教改革」

2009/10/26 第519回 名曲シリーズ サントリーホール
チャイコフスキー 交響的バラード「地方長官」作品78
チャイコフスキー 幻想序曲「テンペスト」
チャイコフスキー 組曲第1番　作品43
チャイコフスキー 戴冠式祝典序曲

2009/11/21 第520回 名曲シリーズ サントリーホール
シュニトケ リヴァプールのために

Vn：サーシャ・ロジェストヴェンスキー シュニトケ ヴァイオリン協奏曲 第4番
MS：坂本朱 　　　　　　　　　　　　　　　シュニトケ オラトリオ「長崎」

2009/11/30 第487回 定期演奏会 サントリーホール
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 バレエ音楽「くるみ割り人形」作品71から

Pf：辻井伸行 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」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
ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調  「ロマンティック」 （ハース版第2稿、1878/80）

2009/12/9 名曲シリーズ（鹿児島） 鹿児島市民文化ホール
アホ 交響曲 第7番
ベートーヴェン 交響曲 第7番　イ長調　作品92

2009/12/21 第25回 富士通　「第九」コンサート 東京芸術劇場 オスモ・ヴァンスカ

Sp：林正子/ MS：林美智子
Tn：中鉢聡/ Br：宮本益光
Ch：新国立劇場合唱団
合唱指揮：三澤洋史

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2009/12/22 第25回 富士通　「第九」コンサート サントリーホール
2009/12/23 第117回 東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場
2009/12/25 第521回 名曲シリーズ サントリーホール
2009/12/26 第167回 東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場
2009/12/27 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール

ロッシーニ 歌劇「結婚手形」序曲
Vn：リザ・フェルシュトマン ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

スッペ 序曲「ウィーンの朝、昼、晩」
スッペ 喜歌劇「怪盗団」序曲
スッペ 喜歌劇「美しきガラテア」序曲
スッペ 喜歌劇「スペードの女王」序曲

2010/1/10 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール
2010/1/12 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

バーバー 交響曲 第1番 ホ短調 作品9
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2010/1/22 第489回 定期演奏会 サントリーホール マリン・オルソップ

2010/1/9 東京芸術劇場 下野 竜也第118回 東京芸術劇場マチネーシリーズ

2009/12/15 第488回 定期演奏会 サントリーホール オスモ･ヴァンスカ

2009/12/8 名曲シリーズ（福岡） アクロス福岡シンフォニーホール 下野竜也

2009/11/20 第166回 東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場

2009/12/3 KDDI Presents 読売日響特別演奏会 Bunkamuraオーチャードホール

2009/11/28 第116回 東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場

2009/10/24 第115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

2009/10/17 第486回 定期演奏会 サントリーホール 下野竜也

2009/9/30 第485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

東京芸術劇場第164回 東京芸術劇場名曲シリーズ2009/9/15

2009/9/23 第114回 東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場

2009/9/4 ファン感謝デー☆コンサート　２００９ 東京芸術劇場 下野竜也

2009/8/29 下野竜也プロデュース　名曲なるほど発見隊 東京芸術劇場 下野竜也

以下、2009/9/15と同じ

以下、2009/9/23と同じ

スタニスラフ･
　スクロヴァチェフスキ

スタニスラフ･
　スクロヴァチェフスキ

司会：笠原留美
Og：米山浩子ほか

以下、2009/10/17と同じ

以下、2009/10/24と同じ

以下、2009/11/28と同じ

以下、2009/12/8と同じ

ゲンナジー･
　ロジェスト
　　ヴェンスキー

以下、2009/11/20と同じ

下野竜也

ゲンナジー・
　ロジェスト
　　ヴェンスキー

以下、2009/12/21と同じ
以下、2009/12/21と同じ
以下、2009/12/21と同じ
以下、2009/12/21と同じ
以下、2009/12/21と同じ

以下、2010/1/9と同じ
以下、2010/1/9と同じ
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Vn：ライナー・ホーネック 　　　　　　　 モーツァルト ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド 変ロ長調 K.269（261a）
モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2010/1/27 第522回 名曲シリーズ サントリーホール
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26

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
シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

2010/2/7 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール
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」

Tp：ルベン・シメオ ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調
セゲルスタム 交響曲 第198番 「Spring or Winter, Winter or Spring」
ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」から第1幕への前奏曲

2010/2/13 第169回 東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場
2010/2/19 第490回 定期演奏会 サントリーホール レイフ・セゲルスタム マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲
Pf：エヴァ・クピーク ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
2010/3/13 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール

R.シュトラウス 交響詩「ドン・フアン」作品20
スクロヴァチェフスキ Music for Winds
シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 「ライン」

2010/3/20 第120回 東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場

2010/3/25 特別演奏会 東京オペラシティ　コンサートホール
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8番 ハ短調　WAB.108（1890年版、第2稿）

2010/3/26 第491回 定期演奏会 サントリーホール

2010/3/12 第170回 東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場

2010/3/19 第524回 名曲シリーズ サントリーホール

2010/2/12 第523回 名曲シリーズ サントリーホール レイフ・セゲルスタム

2010/2/6 第119回 東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場 レイフ・セゲルスタム

2010/1/26 第168回 東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場 マリン・オルソップ

以下、2010/1/26と同じ

以下、2010/2/6と同じ

以下、2010/2/12と同じ

以下、2010/3/12と同じ

以下、2010/3/25と同じ

スタニスラフ・
　スクロヴァチェフスキ

以下、2010/3/19と同じ

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
バーンスタイン ｢キャンディード｣序曲
アンダソン フィドル・ファドル
アンダソン ジャズ・ピチカート
アンダソン ジャズ・レガート
ガーシュイン 歌劇「ポーギーとベス」から 「サマー・タイム」
ガーシュイン パリのアメリカ人

Pf：三舩優子 ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
コープランド 市民のためのファンファーレ

Vn：磯絵里子 クライスラー 愛の喜び
ヴュータン アメリカの思い出（ヤンキー・ドゥードゥルによる、おどけた変奏曲） 作品17
コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第3楽章

フォスター／大橋晃一
フォスター・メドレー
　「草競馬」、「金髪のジェニー」、「懐かしいケンタッキーのわが家よ、おやすみ」

ジョプリン エンターテイナー
2009/4/19 横浜開港150周年記念　アメリカン・クラシックス グリーンホール相模大野

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲
ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
シューマン 「マンフレッド」序曲

Pf：ダニエル・シュナイト シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
シューマン 交響曲 第4番 ニ短調 作品120
パッヘルベル カノン
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」 から 「春」
モーツァルト セレナード 第13番 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
モーツァルト／青島広志 きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61から 「結婚行進曲」

グリーグ
「ペール・ギュント」作品23から
　「朝」、「山の魔王の宮殿にて」

ビゼー
歌劇「カルメン」から
　「闘牛士の歌」、「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」
久石譲／青島広志 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228
武智由香 EAUX LUMIERES ＴＥＭＰＳ　FOR ORCHESTRE
ハイドン 交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」
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」
ドビュッシー 交響詩「海」
ロータ／藤野浩一 映画「ゴッドファーザー」から
フェイン／藤野浩一 映画「慕情」から
スワンダー／藤野浩一 DEEP IN THE HEART OF TEXAS
ヒューゼン／藤野浩一 オール・ザ・ウェイ
バーリン／藤野浩一 God Bless America
ジョプリン／藤野浩一 イージー・ウィナーズ
マンシーニ／藤野浩一 ストリングス・オブ・ファイア
コリー／藤野浩一 I Left My Heart in San Francisco（思い出のサンフランシスコ）
マークス／藤野浩一 オール・オブ・ミー
ケンプフェルト／藤野浩一 映画「ダイヤモンド作戦」から 「Strangers In The Night（夜のストレンジャー）」
カーマイケル／藤野浩一 スター・ダスト
グッドマン／藤野浩一 Don’t Be That Way
マシャード／藤野浩一 Ei Nei（エイ・ネイ）
カーン／藤野浩一 Smoke Gets In Your Eyes（煙が目にしみる）
筒美京平／藤野浩一 また逢う日まで
ヘイゲン／藤野浩一 ハーレム・ノクターン
モーツァルト アダージョとフーガ ハ短調 K.546

Sp：森麻季 モーツァルト モテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」K.165（158a）
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

現田茂夫

以下、2009/4/18と同じ

Vo：尾崎紀世彦
Sx：つづらのあつし
Vb：藤本隆文

シュナイト音楽堂シリーズ
　「シューマン・シリーズ IV」

神奈川県立音楽堂

2009/4/18 横浜開港150周年記念　アメリカン・クラシックス 神奈川県民ホール

金聖響

ハンス＝マルティン・
　シュナイト

2009/5/17 ヴィアマーレ・ファミリー クラシック
はまぎんホール ヴィアマーレ

青島広志

2009/4/25 第253回 定期演奏会 横浜みなとみらいホール

2009/5/16

2009/6/27 第254回 定期演奏会 横浜みなとみらいホール 金聖響

2009/7/4 ポップスコンサート 神奈川県民ホール 藤野浩一

2009/7/10 第255回 定期演奏会 横浜みなとみらいホール サッシャ・ゲッツェル
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ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「四季」 から
　「春」、「夏」

ハイドン 交響曲 第45番 嬰ヘ短調 「告別」 から 第4楽章
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 から 第2楽章
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「剣の舞」
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61から 「結婚行進曲」
ドビュッシー ベルガマスク組曲 から 「月の光」

プロコフィエフ
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 第2番 作品64b から
　「モンタギュー家とキャピュレット家」

チャイコフスキー
組曲「くるみ割り人形」作品71a から
　「あし笛の踊り」、「花のワルツ」

ラヴェル ボレロ
2009/8/4 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
2009/8/8 おしゃべりコンサート 秦野市文化会館

メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」作品324
ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」（第1幕への）前奏曲
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」→歌劇「カルメン」前奏曲
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

2009/8/31 おしゃべりコンサート ミューザ川崎シンフォニーホール
チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」

Pf：アンナ・ヴィニツカヤ ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調 作品10
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」

Pf：アンナ・ヴィニツカヤ 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6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

2009/9/19 クラシック名曲紀行 小田原市民会館
エルガー 「ロンドンの下町」序曲 作品40

Ob：渡辺克也 ヴォーン・ウィリアムズ オーボエと弦楽のための協奏曲 イ短調
エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 作品55
ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲

Vc：フランシス・グトン ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
マルティヌー 交響曲 第4番

2009/12/26 第九特別演奏会 神奈川県民ホール 金聖響
Sp：森麻季/ MS：押見朋子
Tn：佐野成宏/ Br：黒田博
Ch：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」

2010/1/16 第259回 定期演奏会 横浜みなとみらいホール 金聖響
Sp：澤畑恵美/ MS：押見朋子
Tn：吉田浩之/ Br：長谷川顕
Ch：神奈川フィル合唱団

ベートーヴェン 荘厳ミサ曲 作品123

モリコーネ／藤野浩一 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」から
ヤング／藤野浩一 映画「80日間世界一周」から
フェイン／藤野浩一 映画「慕情」から
メキシコ民謡／藤野浩一 シェリート・リンド
メドレー＋ハットフィールド／
　藤野浩一

引き潮

ガルデル／大島ミチル ポル・ウナ・カベサ
フェイス／藤野浩一 ムーラン・ルージュの歌
マンシーニ／藤野浩一 ストリングス・オブ・ファイア
ストレイホーン／藤野浩一 A列車で行こう
ラム＋ランド／藤野浩一 オンリー・ユー
シュワルツ／藤野浩一 ザッツ・エンターテインメント
スタイン／藤野浩一 レット・イット・スノー！
クルー＋ガウディオ／藤野浩一 君の瞳に恋してる
ティール＋ワイス／藤野浩一 この素晴らしき世界

司会：岩崎里衣

以下、2009/9/13と同じ

Vo：グッチ裕三
Vn：川井郁子
VoCh：Jammin’zeb

2010/1/30 ポップスコンサート 神奈川県民ホール 藤野浩一

2009/11/14 第258回 定期演奏会 横浜みなとみらいホール
マルティン・
　トゥルノフスキー

2009/10/8 第257回 定期演奏会 横浜みなとみらいホール 湯浅卓雄

金聖響藤沢市民会館クラシック名曲紀行2009/9/13

2009/9/11 第256回 定期演奏会 横浜みなとみらいホール 現田茂夫

以下、2009/8/2と同じ
以下、2009/8/2と同じ

以下、2009/8/2と同じ

2009/8/2 おしゃべりコンサート 茅ヶ崎市民文化会館 青島広志

2009/8/25 みんなのオーケストラ 横浜みなとみらいホール 金聖響
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ビゼー 歌劇「カルメン」前奏曲

ビゼー
歌劇「カルメン」から
　「花の歌」、「燃える心を」

チレーア 歌劇「アルルの女」から 「フェデリーコの嘆き」
ショパン 「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどうぞ」による変奏曲 変ロ長調 作品2
ヴェルディ 歌劇「椿姫」 第3幕への前奏曲

ヴェルディ
歌劇「椿姫」から
　「花から花へ」、「燃える心を」、「乾杯の歌」、「パリを離れて」

プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」 第3幕への間奏曲

プッチーニ
歌劇「トスカ」から
　「歌に生き、恋に生き」、「星は光りぬ」

プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
ラロ 歌劇「イスの王」序曲

Pf：田村響 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
矢代秋雄 交響曲

ビッグバンド：センゾク・ゲッド・
　ジャズ・オーケストラ

リーバーマン ジャズバンドと管弦楽のための協奏曲

三味線：中香里 三枝成彰 三絃協奏曲「1993-12-01-SANGEN」
Gt：橋爪晋平 ロドリーゴ アランフエスの協奏曲
ミュージカル：洗足学園音楽大学
　ミュージカルコース

ベートーヴェン
映画「天使にラブ・ソングを 2」から 「Joyful, Joyful」
　（交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」から）

ロジャーズ／藤野浩一
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から
　「サウンド・オブ・ミュージック」、「マリア」、「もうすぐ17歳」、「私のお気に入り」、
　「ひとりぼっちの羊飼い」、「すべての山に登れ」

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21
メンデルスゾーン 交響曲 第1番 ハ短調 作品11
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」
プロコフィエフ 古典交響曲 作品25

Vn：神尾真由子 ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ調
ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」

司会：青島広志
Sp：中嶋彰子/ Tn：佐野成宏
Pf：宮谷里香

2010/3/12 第261回 定期演奏会 横浜みなとみらいホール 金聖響

2010/3/6 聖響音楽堂シリーズ 「ロマン派の響き」 神奈川県立音楽堂 金聖響

金聖響ミューザ川崎シンフォニーホールフレッシュコンサート2010/3/3

2010/2/13 第260回 定期演奏会 横浜みなとみらいホール 下野竜也

2010/2/6 名曲シリーズ 「スペシャル・オペラ・ガラ」 神奈川県民ホール 広上淳一

3ページ 13.神奈川フィルハーモニー管弦楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
2009/4/9 特別演奏会　「展覧会の絵」 ～未知絵に迫る～  愛知県芸術劇場　コンサートホール 齊藤一郎 Pf：小山実稚恵 ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」

ベートーヴェン 大フーガ 変ロ長調 作品133
Vn：松野弘明/ Vc：木越洋 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4番 ホ短調 作品98

2009/5/16 第15回岩倉定期演奏会
岩倉市総合体育文化センター
　多目的ホール

ハイドン 交響曲 第85番 変ロ長調 「女王」
Vn：南紫音 ハイドン ヴァイオリン協奏曲 第1番 ハ長調

ハイドン 交響曲 第69番 ハ長調 「ラウドン将軍」
ハイドン 交響曲 第44番 ホ短調 「悲しみ」
ハイドン 交響曲 第53番 ニ長調 「帝国」

Pf：横江良太 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
Pf：村山美砂子 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
Pf：戸谷誠子 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43

2009/7/24 第100回 定期演奏会 愛知県芸術劇場コンサートホール 齊藤一郎

Sp：並河寿美、星川美保子
Tn：小山陽二郎、波多野均
Br：稲垣俊也、木村聡
Bs：松下雅人

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」作品72（演奏会形式）

ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
賛美歌 アメイジング・グレイス
カッチーニ アヴェ・マリア
中田喜直 夏の思い出
成田為三 浜辺の歌
岡野貞一 ふるさと
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
古関裕而 長崎の鐘
吉田千秋 琵琶湖周航の歌
つボイノリオ 怪傑黒頭巾
つボイノリオ 金太の大冒険
つボイノリオ 世界の国からあそこから
つボイノリオ インカ帝国の成立
つボイノリオ 雪の中の二人
つボイノリオ 一宮の夜
つボイノリオ お万の方
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「間奏曲」、「アルカラの竜騎兵」
イェッセル おもちゃの兵隊の行進 作品123
アンダソン タイプライター
スーザ／山本雅士 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」
ワーク 大きな古時計

久石譲
映画「となりのトトロ」から
　「さんぽ」、「風の通り道」、「となりのトトロ」

2009/8/22
名古屋市子どものための巡回劇場
　クラウンも飛び出す「ハローオーケストラ」

2009/8/23
名古屋市子どものための巡回劇場
　クラウンも飛び出す「ハローオーケストラ」

名古屋市緑文化小劇場

2009/8/23
名古屋市子どものための巡回劇場
　クラウンも飛び出す「ハローオーケストラ」

モーツァルト 交響曲 第34番 ハ長調 K.338
Pf：エリック･ハイドシェック モーツァルト ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調 K.537 「戴冠式」
声明：平出全介、小倉大岳、千坂成也木下正道 問いと炎（声明とオーケストラのための）

シェーンベルク 浄められた夜 作品4

以下、2009/5/15と同じ

以下、2009/8/22と同じ

以下、2009/8/22と同じ

以下、2009/8/23と同じ

Sp：下垣真希、
Vo：つボイノリオ

2009/9/11 第101回 定期演奏会 三井住友海上しらかわホール 齊藤一郎

2009/8/22
名古屋市子どものための巡回劇場
　クラウンも飛び出す「ハローオーケストラ」

名古屋市西文化小劇場 角田鋼亮

2009/8/9 金山橋連合商店街夏祭り 中京大学文化市民会館 オーロラホールスティーブン・シャレット

2009/7/17 第30回コンチェルトの夕べ  愛知県芸術劇場　コンサートホール 齊藤一郎

2009/6/19 第99回 定期演奏会 三井住友海上しらかわホール 十束尚宏

セントラル愛知交響楽団

2009/5/15 第98回 定期演奏会 三井住友海上しらかわホール 齊藤一郎
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ロータ／藤野浩一 映画「ゴッドファーザー」から
フェイン／藤野浩一 映画「慕情」から 「恋は素晴らしきもの」
スタイナー／藤野浩一 映画「風と共に去りぬ」から
ジャール／藤野浩一 映画「アラビアのロレンス」から 「アラビアのロレンス」
ノーマン／藤野浩一 映画「007」から 「ジェームス･ボンドのテーマ」
マシャード／藤野浩一 Ei Nei（エイ・ネイ）
ハプフェルド／藤野浩一 時の過ぎゆくままに
ケンプフェルト／藤野浩一 映画「ダイヤモンド作戦」から 「夜のストレンジャー」
CALLOWAY REGINALD L/CALLOWAオール・ザ・ウェイ
マンシーニ／藤野浩一 ストリングス・オブ・ファイア
マンシーニ／藤野浩一 ピンクパンサー
ローザ／藤野浩一 映画「ベン・ハー」から 「ベン・ハー前奏曲」
マルケッティ／藤野浩一 「魅惑のワルツ」
筒美京平 また逢う日まで
マークス／藤野浩一 オール・オブ・ミー
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

Pf：坂井千春 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ラヴェル スペイン狂詩曲
ドビュッシー 交響詩「海」
東海林修 怪獣のバラード
作曲者不詳／山本雅士 竹田の子守唄
佐藤眞 大地讃頌
ミマス COSMOS
村井邦彦 翼をください

Sp：馬場浩子/ At：相可佐代子
Tn：山田正丈/ Br：伊東貴之

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

中国琵琶：涂善祥 涂善祥 白帝城
呉祖強 琵琶協奏曲「草原の小姉妹」
ボロディン 歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93
吉松隆 鳥は静かに…作品72

Hp：篠﨑和子 江村哲二 ハープ協奏曲
ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

Vo：尾崎紀世彦

2010/3/19 第104回 定期演奏会 しらかわホール 齊藤一郎

2010/1/29 第103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

今村能四日市市文化会館四日市の第九2009/12/13

2009/11/6 第102回 定期演奏会 三井住友海上しらかわホール 松尾葉子

2009/9/17
セントラル愛知ポップスコンサート2009
　風とともに去りぬ

中京大学文化市民会館 オーロラホール藤野浩一
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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

2009/4/24 第357回 定期演奏会  愛知県芸術劇場　コンサートホール 鈴木秀美
Sp：森麻季/ Tn：櫻田亮
Bs：清水宏樹
Ch：ノース・エコー

ハイドン オラトリオ「四季」

2009/4/25 第357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」
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
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
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」
グノー 歌劇「ファウスト」から 「宝石の歌」
久石譲／岩本渡 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

2009/5/12 名古屋市 小学生のためのコンサート
2009/5/13 名古屋市 小学生のためのコンサート
2009/5/13 名古屋市 小学生のためのコンサート

グラズノフ 交響的絵画「春」作品34
Vn：ライナー・ホーネック シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

ドビュッシー 管弦楽のための映像（映像 第3集）
2009/5/23 第358回 定期演奏会

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3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
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7番 イ長調 作品92
ショスタコーヴィチ 祝典序曲 イ長調 作品96

Pf：北村朋幹 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」
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2009/6/13 第359回 定期演奏会
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

Sp：岩下晶子/ MS：栗林朋子
Tn：高橋淳/ Br：福島明也

モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626

メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

語り：毬谷友子
Sp：柏原奈穂/ 松井亜希
Ch：愛知県芸術大学女声合唱団

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61

2009/7/11 第360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」

Cl：ティモシー・カーター モーツァルト クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
モーツァルト セレナード 第13番 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
ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ」
ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「アレグロ・デチーソ」
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61から 「結婚行進曲」
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」

岩本渡編
海の日メドレー
　「うみ」、「かもめの水兵さん」、「われは海の子」、「浜辺の歌」

中田喜直／榊原栄 夏の思い出
ボブ佐久間 インストゥルメンタル・ブルース
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
J.シュトラウスⅠ ラデツキー行進曲 作品228
ブラームス ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

Vn：長尾春花 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

名古屋フィルハーモニー交響楽団

2009/5/12 名古屋市 小学生のためのコンサート  中京大学文化市民会館　オーロラホール直井大輔

2009/5/22 第358回 定期演奏会  愛知県芸術劇場　コンサートホール イラン・ヴォルコフ

2009/6/6
市民会館名曲シリーズ
　第13回 ベートーヴェン・ツィクルス

 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

2009/6/7
市民会館名曲シリーズ
　第13回 ベートーヴェン・ツィクルス

 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

2009/6/12 第359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

2009/6/21 コバケン・スペシャル Vol.16  愛知県芸術劇場　コンサートホール 小林研一郎

2009/7/10 第360回 定期演奏会  愛知県芸術劇場　コンサートホール 鈴木雅明

2009/7/18
しらかわシリーズVol.13
　アマデウス・シンフォニー I

三井住友海上しらかわホール 広上淳一

2009/7/19
名古屋フィルハーモニー交響楽団 特別演奏会
　　「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 吉田行地

小林研一郎 愛知県芸術劇場　コンサートホールコバケンの「オーケストラを聴こう」2009/7/29

以下、2009/4/24と同じ

以下、2009/5/12と同じ
以下、2009/5/12と同じ
以下、2009/5/12と同じ

司会・Sp：橋本千波
Vn：辻彩奈

以下、2009/5/22と同じ

以下、2009/6/12と同じ

以下、2009/7/10と同じ
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ドヴォルザーク 三重奏曲 ハ長調 作品74
ハイドン 弦楽四重奏曲 第67番 ニ長調 作品64-5 「ひばり」
ドヴォルザーク 弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 作品77 から 第1、第3、第4楽章
クロンマー オーボエ四重奏曲 第2番 ヘ長調
ユーバー 4本のファゴットのための3つの小品
ヴェルト コントラファゴットと3本のファゴットのためのコミック・ポルカ
ネリベル 4本のトロンボーンのための「3つの気質」 第1楽章

ピータース
4本のトロンボーンのための組曲 作品82から
　「イントラーダ」、「ダンス」、「終曲」

フェスカ 七重奏曲 第1番 ハ長調 作品26 第1楽章
ベートーヴェン 七重奏曲 変ホ長調 作品20 第4楽章
バッハ 3声のインヴェンション（シンフォニア） 第13番 イ短調 BWV.799
J.C.バッハ／モーツァルト 前奏曲とフーガ K.404aから 第3番 ヘ長調
コレット 協奏曲「フェニックス」
モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543から 「メヌエット」
シューベルト 「ロザムンデ」 D.797 から 「間奏曲 第3番 変ロ長調」
シュランメル 行進曲「ウィーンはウィーン」
J.シュトラウス 新ピチカート・ポルカ 作品449
Jos.シュトラウス ポルカ・マズルカ「女心」作品166
Jos.シュトラウス ワルツ「オーストリアの村つばめ」作品164

グラズノフ
「5つのノヴェレッテ」作品15から
　「スペイン風に」、 「古い旋法による間奏曲」、「ワルツ」

ブラウン 人形のダンス
フォーゲル コンサート・ワルツ
R.シュトラウス／ハーゼンエール もう一人のティル・オイレンシュピーゲル
ガーシュイン 歌劇「ポーギーとベス」から 「サマー・タイム」
ガーナー ミスティ
マンシーニ 映画「ひまわり」から 「ひまわり」
R.ロジャース This Can’t Be Love
米山正夫 りんご追分
橘川琢 詩歌曲『花の記憶』作品36
中田喜直／ボブ佐久間 序曲「夏」
モーツァルト／ボブ佐久間 Sorry、Mozart！四拾番編
ボブ佐久間 交響詩「名古屋城」から 「賛歌・復活の鼓動」
服部克久 フーガ　ハ短調
中村八大／ボブ佐久間 上を向いて歩こう
中村八大／服部隆之 上を向いて歩こう
中村八大／丸山和範 上を向いて歩こう
中村八大／服部克久 上を向いて歩こう

服部克久
カーペンターズ・メドレー
　「トップ・オブ・ザ・ワールド」、「イエスタディ・ワンス・モア」、「シング」、「愛のプレリュー
ド」、

服部隆之 「THE 世界遺産」から メインテーマ「les enfants de la terre～地球の子どもたち～」
福山雅治／服部隆之 桜坂

丸山和範
はりまや橋
　「HARIMAYA BRIDGE」、「Accident」、「Death of Sum」、「彷徨い」、「光を見いだす」、
　「Final」

丸山和範編

ビートルズ・ア・ラ・ドーモ！
　「ラヴ・ミー・ドゥ」、「ア・ハード・デイズ・ナイト」、「涙の乗車券」、「ペニー・レイン」、
　「ヘイ・ジュード」、「サムシング」、「カム・トゥゲザー」、「ノルウェーの森」、「ミッシェル」、
　「プリーズ・プリーズ・ミー」、「Maxwell’s Silver Hammer」、「Eleanor Rigby」、
　｢オブラディ・オブラダ」、「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」

ボブ佐久間編
日本のらぶろまんす Vol.1
　「夜空ノムコウ」、「さくら」、「涙そうそう」、「千の風になって」、「三日月」、「瞳をとじて」、
　「I LOVE YOU」

ボブ佐久間／ボブ佐久間 I LOVE YOU
ウェーベルン 夏風の中で（大管弦楽のための牧歌）

Vn：オーギュスタン・デュメイ ベルク ヴァイオリン協奏曲（ある天使の思い出）
ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」(1910年原典版）

2009/9/5 第361回 定期演奏会
ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
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4番 変ロ長調 作品60
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

2009/8/2 「名フィル」の日 三井住友海上しらかわホール なし

2009/8/7 名フィル サマー・ポップスコンサート2009  中京大学文化市民会館　オーロラホール
ボブ佐久間、服部克久、
服部隆之、丸山和範

2009/9/4 第361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

2009/9/12
市民会館名曲シリーズ
　第13回 ベートーヴェン・ツィクルス

 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

2009/9/13
市民会館名曲シリーズ
　第13回 ベートーヴェン・ツィクルス

 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、2009/9/4と同じ
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グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲
J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
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
久石譲／岩本渡 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
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」
スメタナ 交響詩「モルダウ」

2009/9/29 『夢いっぱいの特等席』名古屋公演2009  名古屋国際会議場　センチュリーホール
2009/9/29 『夢いっぱいの特等席』名古屋公演2009

コダーイ ガランタ舞曲
Pf：江崎昌子 フランク 交響的変奏曲 嬰ヘ短調

リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」作品35
リャードフ 交響詩「魔の湖」作品62

Va：今井信子 武満徹 ア・ストリング･アラウンド･オータム
エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

2009/10/17 第362回 定期演奏会
バックス 交響詩「11月の森」

Vn：ボリス・ベルキン ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第2番 作品55

2009/11/14 第363回 定期演奏会
ドビュッシー 「子供の領分」から 「雪は踊る」
ドビュッシー／ホリガー アルドゥル・ノワール（黒い熱） ～ドビュッシーの「燃える炭火に照らされた夕べ」による

Fl：エマニュエル・パユ ボルヌ カルメン幻想曲
ジャール フルート協奏曲 「…静寂の時…」

Pf：碇山典子 ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシカ」
2009/12/12 第364回 定期演奏会

2009/12/18 ベートーヴェン・ツィクルス#5  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
Sp：大隈智佳子/ At：小川明子
Tn：望月哲也/ Br：与那城敬

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2009/12/19 ベートーヴェン・ツィクルス#5
アンダソン そりすべり

ボブ佐久間編

クリスマス・キャロル・メドレー
　「おめでとうクリスマス」、「ああベツレヘムよ」、「天には栄え」、「諸人こぞりて」、
　「牧人ひつじを」、「さやかに星はきらめき」、「ひいらぎかざろう」、「もみの木」、
　「アヴェ・マリア」

チャイコフスキー
「四季」作品37bisから
　「舟歌（6月）」、「クリスマス（12月）」

ボブ佐久間編
ロシアン・メドレー
　「トロイカ」、「行商人」、「ともしび」、「ステンカラージン」、「カチューシャ」

パッヘルベル／ボブ佐久間 サンクトゥス（パッヘルベルのカノンによる）
ヘンデル／ボブ佐久間 歌劇「リナルド」から 「涙の流れるままに」
賛美歌／ボブ佐久間 アメイジング・グレイス
ボブ佐久間編 きよしこの夜
シューベルト／ボブ佐久間 アヴェ・マリア D.839
バーリン／ボブ佐久間 ホワイト･クリスマス
モドゥーニョ／ボブ佐久間 ヴォラーレ
ポーター／ボブ佐久間 映画「夜も昼も」から 「夜も昼も」
ポーター／ボブ佐久間 あなたはしっかり私のもの
シャピロ、キャンベル、コネリー／
　ボブ佐久間

イフ・アイ・ハッド・ユー

ヴァイル／ボブ佐久間 「三文オペラ」から 「匕首マッキーの殺し歌（マック・ザ・ナイフ）」
シルヴェストリ、アラン／ボブ佐久間 エブリシング・アバウト・ユー
ロブランド & シェリー／ボブ佐久間 ユー・レイズ・ミー・アップ
サルトリ／ボブ佐久間 タイム・トゥ・セイ・グッドバイ
武満徹 ウィンター

Sp：平松英子 R.シュトラウス 4つの最後の歌
チャイコフスキー 交響曲 第1番 ト短調 作品13 「冬の日の夢想」

2010/1/23 第365回 定期演奏会
モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」

Vn：ライナー・ホーネック 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 交響曲 第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

Sp：青山奈未　MS：大田亮子 プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「この宮殿の中で」
ヴェルディ 歌劇「トロヴァトーレ」から 「重い鎖につながれて」
ヴェルディ 歌劇「運命の力」から 「神よ、平和を与えたまえ」
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から 「ママも知るとおり」

Fl：天野千尋 ジョリヴェ フルートと弦楽のための協奏曲（フルート協奏曲 第1番）
A.Sax：西室伸也 トマジ サクソフォン協奏曲
Vn：瀬木理央 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

2010/2/5 平成21年度日演連推薦新人演奏会  愛知県芸術劇場　コンサートホール 竹本泰蔵

2010/1/31 名フィル特別演奏会 しらかわシリーズVol.14 三井住友海上しらかわホール ライナー・ホーネック

2010/1/22 第365回 定期演奏会  愛知県芸術劇場　コンサートホール ダグラス・ボイド

2009/12/23 クリスマス・ポップスコンサート2009  愛知県芸術劇場　コンサートホール ボブ佐久間

2009/9/16 『夢いっぱいの特等席』刈谷公演2009 刈谷市民会館アイリスホール 吉田行地

第362回 定期演奏会  愛知県芸術劇場　コンサートホール 尾高忠明

2009/10/6 コバケン・スペシャルVol.17  愛知県芸術劇場　コンサートホール 小林研一郎

2009/10/16

2009/12/11 第364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

2009/11/13 第363回 定期演奏会  愛知県芸術劇場　コンサートホール 広上淳一

以下、2010/1/22と同じ

以下、2009/9/16と同じ
以下、2009/9/29と同じ

以下、2009/10/16と同じ

以下、2009/11/13と同じ

以下、2009/12/11と同じ

以下、2009/12/18と同じ
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グノー アヴェ・マリア
サティ あなたが欲しい
サン・サーンス ピアノ三重奏曲 第2番 ホ短調 作品92
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」
ラヴェル ボレロ
ボブ佐久間 煌めきの未来へ
アンダソン ジャズ・ピチカート
アンダソン フィドル・ファドル
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61から 「間奏曲」
ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 第3楽章
ラヴェル スペイン狂詩曲

Hp：ウルスラ・ホリガー ルトスワフスキ オーボエ、ハープと室内管弦楽のための二重協奏曲
Sp：秦茂子 ホリガー クリスティアン・モルゲンシュテルンの詩による6つの歌

シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
2010/2/27 第366回 定期演奏会

ディーリアス 小管弦楽のための2つの小品から 「春を告げるかっこうを聞いて」
Vn：滝千春 ヴォーン・ウィリアムズ ロマンス「揚げひばり」

R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64
2010/3/13 第367回 定期演奏会

Pf：チョ・ソンジン チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士」
アンダソン 踊る子猫
久石譲／岩本渡 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
久石譲／梶野由紀 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
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 Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

2010/3/21
平成21年度 名古屋市子どものための巡回劇場
　　「名フィルがやってきた！」

天白文化小劇場

J.シュトラウス ポルカ「クラップフェンの森にて」作品336
モーツァルト クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581 「シュタドラー」 から 第2楽章
成田為三 浜辺の歌
わらべうた 村祭り
岡野貞一 ふるさと

ロジャーズ
「サウンド・オブ・ミュージック」から
　「サウンド・オブ・ミュージック」、「ドレミの歌」、「私のお気に入り」、
　「ひとりぼっちの羊飼い」、「すべての山に登れ」

2010/3/31 オーケストラの日サロンコンサート  名古屋市音楽プラザ　（音楽サロン）

2010/3/21
平成21年度 名古屋市子どものための巡回劇場
　　「名フィルがやってきた！」

中村文化小劇場 中井章徳

2010/3/18 コバケン・スペシャルVol.18  愛知県芸術劇場　コンサートホール 小林研一郎

2010/3/12 第367回 定期演奏会  愛知県芸術劇場　コンサートホール クラウス・ペーター・フロー

後藤龍伸

2010/2/26 第366回 定期演奏会  愛知県芸術劇場　コンサートホール ハインツ・ホリガー

2010/2/10 名フィル如月コンサート 熱田文化小劇場

2010/2/19 名古屋市会本会議場ミニコンサート 名古屋市会本会議場

以下、2010/2/26と同じ

以下、2010/3/12と同じ

以下、2010/3/21と同じ

4ページ 15.名古屋フィルハーモニー交響楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
スッペ 喜歌劇「スペードの女王」序曲
スッペ 「ウィーンの朝、昼、晩」序曲
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
スッペ 喜歌劇「怪盗団」序曲
スッペ 喜歌劇「美しいガラテア」序曲
バッハ／ウェーベルン 6声のリチェルカーレ
シェーンベルク 室内交響曲 第2番 変ホ短調 作品38a
エルガー 愛のあいさつ 作品12
クライスラー 愛の喜び
ロータ／服部克久 映画「ゴッドファーザー」から 「愛のテーマ」
レイ／服部克久 映画「第三の男」から 「男と女」
ホーナー／服部克久 映画「タイタニック」から 「My Heart will go on」
フェイン／すぎやまこういち 映画「慕情」から 「慕情」
ヘロン I’m a fool to want you
レヴォー／前田憲男 ひとつの時代を越えたら
リー／若松庄司 「ラ・マンチャの男」から 「見果てぬ夢」
ロヴランド／前田憲男 ユー・レイズ・ミー・アップ
ユ・ヘジョン 冬のソナタ
平尾昌晃／前田憲男 霧の摩周湖
小椋佳／前田憲男 シクラメンのかほり
松本俊明／前田憲男 Everything
服部隆之／前田憲男 オーボエ奏者の特別な一日
ルヴォー＋フランソワ／前田憲男 マイ・ウェイ
ブートリー Urashima

Cb：岡本潤 クーセヴィツキー コントラバス協奏曲 嬰ヘ短調 作品3
Hp：平尾祐紀子 ピエルネ ハープと管弦楽のためのコンツェルトシュトゥック 作品39
Vc：香月圭祐 サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33

メンデルスゾーン 交響曲 第1番 ハ短調 作品11
Vc：ジョルジ・カラゼ ハイドン チェロ協奏曲 第1番 ハ長調

ハイドン 交響曲 第60番 ハ長調 「うつけ者」
日野皓正 Improvisation
モンク／佐藤允彦 ラウンド・ミッドナイト
ブーランジェ／佐藤允彦 My prayer
カーマイケル／渡辺俊幸 スターダスト
吉俣良 NHK大河ドラマ「篤姫」から 「メイン・テーマ」
ワーグナー ジークフリート牧歌
ロジャーズ／渡辺俊幸 マイ・ロマンス
アーレン／渡辺俊幸 映画「オズの魔法使い」から 「虹の彼方に」

モリコーネ／渡辺俊幸
映画「ニュー・シネマ・パラダイス」から
　「メインテーマ」、「愛のテーマ」、「トトとアルフレード」

グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」作品40
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲
ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
ヘンデル 組曲「水の上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
アンダソン プリンク・プレンク・プランク
シューベルト／榊原栄 軍隊行進曲 ニ長調 作品51-1 D.733
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
ドッド／榊原栄 ミッキーマウス・マーチ
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」
久石譲／倉知竜也 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」 第4楽章

2009/6/19 平成21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 セレナード 第12番 ハ短調 K.388（384a） 「ナハトムジーク」
モーツァルト ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447 第3楽章
R.シュトラウス ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11
R.シュトラウス メタモルフォーゼン

Vo：布施明

Tp：日野皓正

以下、2009/6/17と同じ

Hr：ラドヴァン・ヴラトコヴィチ

2009/4/21 第259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 下野竜也

鈴木織衛石川県立音楽堂 コンサートホール第260回 定期公演 ファンタジーシリーズ2009/5/13

2009/5/17 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

2009/5/23 第261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 広上淳一

2009/5/30 小松定期公演 こまつ芸術劇場うらら 鈴木織衛

金聖響石川県立音楽堂 コンサートホール第262回 定期公演 マイスターシリーズ2009/6/13

2009/6/17 平成21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

2009/6/26 第263回 定期公演 フィルハーモニーシリーズ ギュンター・ピヒラー石川県立音楽堂 コンサートホール

オーケストラ・アンサンブル金沢
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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「ドン・ジョヴァンニ」K.527から 「窓辺においで」
モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
Donida／南安雄 アルディラ
M.M.Angele／前田憲男 愛の讃歌
ロジャーズ／榊原栄 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」
レノン／池辺晋一郎 イマジン
新井満 千の風になって
プッチーニ 菊の花

Pf：市野あゆみ/ Tp：藤井幹人 ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
Vc：ルドヴィート・カンタ
Ob：加納律子/ Fg：柳浦慎史

ハイドン 協奏交響曲 変ロ長調 作品84

シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485
ドビュッシー 「子供の領分」
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
鈴木輝昭編 モーツァルトの百面相
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）

宮川彬良
組曲「少年の時計」から
　「サヨナラの星」、「音のつばさ」

宮川彬良 栄光の道
2009/8/22 オペラ「終わらない夏の王国」 金沢歌劇座 神田慶一 三塚至/ 秋谷直之、 神田慶一 歌劇「終わらない夏の王国」

Pf：篠永紗也子 モーツァルト ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調 K.382
Vn：シン・ヒョンス メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
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

メンデルスゾーン 弦楽のための交響曲 第10番 ロ短調
ベートーヴェン 序曲「コリオラン」作品62
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73 第3、4楽章
ハイドン 交響曲 第102番 変ロ長調

Cl：豊永美恵 モーツァルト クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
Sax：須川展也 ブトリー サクソフォーン協奏曲

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
2009/9/6 第266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

モーツァルト 歌劇「バスティアンとバスティエンヌ」序曲
モーツァルト 歌劇「女はみなこうしたもの」K.588 から 「激しい心の痛みが」
モーツァルト 歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」Ｋ.621 から 「わたしは行くが、きみは平和に」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」K.492から 「恋とはどんなものかしら」
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
グノー 小交響曲 変ロ長調

Pf：コルネリア・ヘルマン 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36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
グノー 小交響曲 変ロ長調

Vn：郷古廉 ハイドン ヴァイオリン協奏曲 第1番 ハ長調
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

2009/9/23 大阪定期公演 ザ・シンフォニーホール
グノー 小交響曲 変ロ長調

Pf：コルネリア・ヘルマン 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」
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

Solo：シュレスヴィヒ・ホルシュタイン
　　　音楽祭合唱アカデミーメンバー
Ch：シュレスヴィヒ・ホルシュタイン
　　　音楽祭合唱アカデミー

モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626

2009/10/8 第268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
宮城道雄 春の海
吉沢検校／倉知竜也 千鳥の曲
普久原恒勇／倉知竜也 芭蕉布

編曲
沖縄の歌メドレー
　「花」、「てぃんさぐぬ花」、「安里屋ユンタ」、「さとうきび畑」

韓国民謡／倉知竜也 アリラン
呉祖強 草原小姉妹
エンキ／倉知竜也 龍
喜多郎／倉知竜也 シルクロード
越谷達之助／鈴木行一 初恋
多忠亮／鈴木行一 宵待草
海沼実／浅井暁子 里の秋
岡野貞一／倉知竜也 ふるさと

Vo＋二胡：B.ヤンジン
Sp：稲垣絢子

以下、2009/9/4と同じ

以下、2009/9/18と同じ

以下、2009/10/7と同じ

Vo：林隆三
Pf：上杉春雄

安永徹

Pf：徳永雄紀
共演：石川県ジュニアオーケストラ、
　OEKエンジェルコーラス

Sp：仲谷響子

2009/7/3 第264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

尺八：山本邦山、難波竹山
箏：石垣清美
箏合奏：石川県箏曲連盟、
　沢井箏曲院
Ch：石川県合唱連盟

2009/8/16 ジョイントコンサート 石川県立音楽堂 コンサートホール 鈴木織衛

2009/7/25 第265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

2009/8/27
いしかわミュージックアカデミー
　フェスティバルコンサート

石川県立音楽堂 コンサートホール 井上道義

2009/8/31 指揮者講習会リレー・コンサート
石川県立音楽堂
　交流ホール

2009/9/4 イワキメモリアル・コンサート 富山公演 富山県民会館 井上道義

2009/9/13 加賀公演 加賀市文化会館 井上道義

2009/9/18 第267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

2009/9/20 武豊公演
ゆめたろうプラザ
　輝きホール武豊町民会館

井上道義

2009/9/28 名古屋定期公演 愛知芸術文化センター コンサートホール井上道義

2009/10/7 名古屋公演 三井住友海上しらかわホール ロルフ・ベック

2009/10/12 アジア音楽祭 石川県立音楽堂 コンサートホール 鈴木織衛

2009/10/12 アジア音楽祭 石川県立音楽堂 コンサートホール 鈴木織衛
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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 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 作品27-2 「月光」
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 作品57 「熱情」
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」
グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第1番 作品46

グリーグ
「ペール・ギュント」 第2組曲 作品55 から
　「ペール・ギュントの帰郷～海岸での嵐の夕べ」、「ソルヴェイグの歌」

ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
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「椿姫」から 「乾杯の歌」
ドニゼッティ 歌劇「連隊の娘」から 「友よ、今日は楽しい日」
レハール 私は貞淑な人妻
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「氷のような姫君の心も」
プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」から 「ある晴れた日に」

ビゼー
歌劇「カルメン」から
　「ジプシーの歌」、「ハバネラ」

ガーシュイン スワニー
ロンバーグ 喜歌劇「学生王子」から 「セレナード」
フォスター／青島広志 おお、スザンナ
フォスター／青島広志 草競馬
フォスター／青島広志 故郷の人々（スワニー川）
中田喜直 おかあさん
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「剣の舞」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

Hr：安土真弓 モーツァルト ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447
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

Fl：パヴェル・フォルティン モーツァルト フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314（285d）
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
宮城道雄／池辺晋一郎 春の海
モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
武満徹 「3つの映画音楽」から 「ワルツ」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2009/11/6 ソフィア公演 ブルガリアホール
武満徹 「3つの映画音楽」から 「ワルツ」

Vn：リディア・バイチ ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
ハイドン 交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」
石井眞木 聲明　交響Ⅱ

2009/11/28 第271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
Ch：金沢･富山マーラー特別合唱
団、
　　　OEKエンジェルコーラス、

マーラー 交響曲 第3番 ニ短調

2009/12/6 メサイア公演 石川県立音楽堂 コンサートホール 佐藤正浩

Sp：朝倉あづさ/ At：小泉詠子
Tn：藤井雄介
Br：ヴェセリン・ストイコフ
Ch：北陸聖歌合唱団

ヘンデル オラトリオ「メサイア」

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番 作品72b
Sp：森麻季/ At：押見朋子
Tn：吉田浩之/ Br：黒田博
Ch：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」

2009/12/13 大阪公演 石川県立音楽堂 コンサートホール 金聖響
メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26

Og：黒瀬恵 メンデルスゾーン 3つの前奏曲とフーガ 作品37
Sp：木村綾子 メンデルスゾーン 恋する女が書き記す 作品86-3
Pf：若林顕
Vn：マイケル・ダウス
Vc：ルドヴィート・カンタ

メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 作品49

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

Sp：赤星啓子、江口二美
Tn：小野勉

以下、2009/11/12と同じ

Pf：中村紘子

2009/10/18 大阪公演 ザ・シンフォニーホール 金聖響

藤岡幸夫石川県立音楽堂 コンサートホール第269回 定期公演 マイスターシリーズ2009/10/22

2009/10/26 第270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 青島広志

井上道義

金聖響

2009/10/29 小松定期公演 こまつ芸術劇場うらら 大ホール 飯森範親

2009/10/30 飯森範親

2009/11/4 ブカレスト公演 アテネ音楽堂 井上道義

2009/12/15 メンデルスゾーン生誕200年公演 石川県立音楽堂 コンサートホール
井上道義
クルト・マズア

2009/11/8 ウィーン公演 コンツェルトハウス

2009/12/12 第272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

高崎公演 高崎市文化会館

以下、2009/11/4と同じ
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司会：長田哲也
Sp：マリア・ベルニウス
Br：フェリックス・ラートゲーバー

天沼裕子 歌劇「裏切る心臓」

ジョプリン／鈴木隆太 エンターティナー
A.KARAS／鈴木隆太 第3の男
L.SCHIFRIN／榊原栄 ミッション・インポッシブル
宇都宮安重／榊原栄 西部警察
大野克夫／榊原栄 太陽にほえろ
菊池俊輔／榊原栄 Gメン’75
本間勇輔／榊原栄 古畑任三郎メインテーマ
ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲

Pf：宮谷理香 ドビュッシー ベルガマスク組曲 から 「月の光」
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 第1楽章
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68 第4楽章

Sp：小川里美 プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「氷のような姫君の心も」
ヴェルディ 歌劇「椿姫」から 「ああ、そはかの人か」
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」

Vn：南紫音 サラサーテ チゴイナーワイゼン 作品20
モンティ チャールダーシュ

Og：黒瀬恵 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、第4楽章
エルガー 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調
作者不詳 長唄「花山の男舞」
作者不詳 芸姑「わが恋」
作者不詳 太鼓演奏「みつうち」
高司まゆ　NM 太鼓演奏「百花の乱（炎太鼓）」
大和久満 金沢風雅
作者不詳 蛍の光
スッペ 喜歌劇「美しきガラテア」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
喜歌劇「ヴェネツィアの夜」から
　「アンニナ・ポルカ」、「美しいヴァニスよ」

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から 「ぶどう酒の燃える流れに」
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
カールマン 喜歌劇「チャールダーシュの女王」から 「私はダンスをする」
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドー」から 「くちびるは黙っていても、ヴァイオリンはささやく」
レハール 喜歌劇「ジュディエッタ」から 「くちびるは熱いキスを」
レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「君はわが心のすべて」
レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「私たちの心にだれかが恋を沈めたのか」
ジーツィンスキ わが夢の街ウィーン
シュトルツ プラターの春～プラター公園は花ざかり
バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV.1043 第2楽章
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」
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」 から 第2楽章
ショスタコーヴィチ ジャズ・バンドのための組曲 第2番から 「叙情的ワルツ」、「ダンス」

2010/1/11 大阪公演 いずみホール
J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲
スッペ 喜歌劇「美しきガラテア」序曲
J.シュトラウス アンネン・ポルカ 作品117
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ

J.シュトラウス
喜歌劇「ヴェネツィアの夜」から
　「アンニナ・ポルカ」、「美しいヴァニスよ」

J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から 「ぶどう酒の燃える流れに」
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
カールマン 喜歌劇「チャールダーシュの女王」から 「私はダンスをする」
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドー」から 「唇は黙っていても、ヴァイオリンはささやく」
レハール 喜歌劇「ジュディエッタ」から 「くちびるは熱いキスを」
レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「君はわが心のすべて」
レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「私たちの心にだれかが恋を沈めたのか」
ジーツィンスキ わが夢の街ウィーン
シュトルツ プラターの春～プラター公園は花ざかり
メンデルスゾーン 弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20
サン・サーンス 交響詩「死の舞踏」作品40

Sp：半田美和子/ At：向野由美子
Tn：湯川晃/ Br：安藤常光
Ch：サウンドブリッジ合唱団

モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626

佐藤眞 混声合唱とオーケストラのためのカンタータ「土の歌」

Sp：メラニー・ホリデー
Tn：ズリンコ・ソチョ

Sp：メラニー・ホリデー
Tn：ズリンコ・ソチョ

2010/1/12 東京公演 紀尾井ホール マイケル・ダウス

横浜公演 横浜みなとみらいホール 佐藤眞、山田和樹

2009/12/18 第273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 天沼裕子

第274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

2010/1/14

井上道義

石川県立音楽堂 コンサートホールカウントダウン・コンサート2009/12/31

2010/1/7

西本智実
山田和樹

以下、2010/1/7と同じ
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2010/1/24 第275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 ヘルムート・リリング

Sp：佐竹由美
Sp＋At：沓沢ひとみ
Tn：鈴木進/ Bs：浦野智行
Ch：OEK合唱団

バッハ ミサ曲 ロ短調 BWV.232

2010/1/30 仙台公演
東北大学百周年記念会館
　川内萩ホール

ヘルムート・リリング
Sp：佐竹由美
Sp＋At：沓沢ひとみ
Tn：鈴木進/ Bs：浦野智行

以下、2010/1/24と同じ

2010/1/31 盛岡公演 盛岡市民文化ホール
サラサーテ チゴイナーワイゼン 作品20
ワーグナー ロマンツァ
ブラームス 「F.A.E.ソナタ」から 「スケルツォ」
ブラームス ヴァイオリン・ソナタ 第2番 イ長調 作品100
バルトーク ルーマニア民族舞曲
サン・サーンス ハバネラ 作品83
ドヴォルザーク／クライスラー スラブ幻想曲
ベートーヴェン 付随音楽「アテネの廃墟」序曲
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3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

Ch：となみ野合唱団、
　　　となみ野児童合唱団

佐藤眞 混声合唱とオーケストラのためのカンタータ「土の歌」

佐藤眞 児童合唱・混声合唱とピアノのための合唱幻想曲「ふるさと」
スカルコッタス 弦楽のための5つの舞曲

Vn：漆原朝子 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」
シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26
プロコフィエフ 交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27
宮川彬良 Theme of OEK Pops
モリコーネ／宮川彬良 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ
ロータ／宮川彬良 映画「ゴッドファーザー」から

宮川彬良編

Disney symphonic parade
　「ミッキーマウス・マーチ」、「小さな世界」、「口笛吹いて働こう」、「リーダーに続け」、
　「ハイ・ディトゥル・ディー・ディー」、「ビビディ・バビディ・ブー」、
　「ジッパー・ディー・ドゥー・ダー」、「ベラ・ノッテ」、「楽しい休日」

日本古謡／宮川彬良 さくらさくら
喜納昌吉／宮川彬良 花～すべての人の心に花を～
プッチーニ／宮川彬良 歌劇「蝶々夫人」から 「ある晴れた日に」
プッチーニ／宮川彬良 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
ポーランド民謡／宮川彬良 クラリネットポルカ
ショパン／宮川彬良 ワルツ 第1番 変ホ長調 作品18 「華麗なる大ワルツ」
ショパン／宮川彬良 ワルツ 第6番 変ニ長調 作品64-1 「小犬」
アイルランド民謡／宮川彬良 ダニー・ボーイ
レノン＋マッカートニー／宮川彬良 オブ・ラ・ディ　オブ・ラ・ダ
ブレイク／宮川彬良 あなたの思い出
サイモン／宮川彬良 明日に架ける橋
宮川彬良 ゆうがたクインテット　テーマ
宮川彬良 大発見マーチ
宮川彬良 マツケンサンバ

宮川彬良編

Disney symphonic parade
　「ミッキーマウス・マーチ」、「小さな世界」、「口笛吹いて働こう」、「リーダーに続け」、
　「ハイ・ディトゥル・ディー・ディー」、「ビビディ・バビディ・ブー」、
　「ジッパー・ディー・ドゥー・ダー」、「ベラ・ノッテ」、「楽しい休日」

日本古謡／宮川彬良 さくらさくら
喜納昌吉／宮川彬良 花～すべての人の心に花を～
マンシーニ／宮川彬良 子象の行進
團伊玖磨／宮川彬良 ぞうさん
モーツァルト／宮川彬良 アイネ・クライネ・“タンゴ”ムジーク
ショパン／宮川彬良 ワルツ 第6番 変ニ長調 作品64-1 「小犬」
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

2010/3/6 キッズコンサート

2010/3/10 オペラ「耳なし芳一」金沢公演 石川県立音楽堂 邦楽ホール 池辺晋一郎

芳一：中鉢聡
和尚：志村文彦
寺男：安藤常光
おかく：浪川佳代
武士：久保田真澄
琵琶：半田淳子

池辺晋一郎 歌劇「耳なし芳一」

Vn：竹澤恭子
Pf：江口玲

2010/3/6 キッズコンサート 石川県立音楽堂 コンサートホール 宮川彬良

佐藤眞

2010/3/5 第277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

石川県立音楽堂 コンサートホール ヴァシリス・クリストプロス

ヴァシリス・クリストプロス

砺波公演

2010/2/7 大阪公演 ザ・シンフォニーホール 金聖響

2010/2/28 大学生合同公演 石川県立音楽堂 コンサートホール

2010/2/2 竹澤恭子＆江口玲チャリティーコンサート 石川県立音楽堂 邦楽ホール

2010/2/21 砺波市文化会館

2010/2/25

以下、2010/1/30と同じ

以下、2010/3/6と同じ

第276回 定期公演 フィルハーモニーシリーズ
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アウエルバッハ フラジャイル・ソリチュード
Tp：ルペン・シメオ ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調

タルティーニ トランペット協奏曲 ニ長調
Vc：ルドヴィート・カンタ グルダ チェロ協奏曲 ニ長調

アウエルバッハ シャドー・ボックス
Tp：ルペン・シメオ タルティーニ トランペット協奏曲 ニ長調
Pf：小曽根真
Tp：ルペン・シメオ

ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35

Vc：ルドヴィート・カンタ グルダ チェロ協奏曲 ニ長調
2010/3/24 名古屋定期公演 三井住友海上しらかわホール

2010/3/23

2010/3/21 第278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

東京定期公演 サントリーホール

井上道義

以下、2010/3/23と同じ

井上道義
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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：リック・オヴァトン ロドリーゴ／エヴァンズ アランフエスの協奏曲（トランペットとオーケストラのための）
Pf：小曽根真 モーツァルト ピアノ協奏曲 第6番 変ロ長調 K.238

ビゼー 「カルメン」組曲 第1番
Pf：小曽根真
共演：京都市立芸術大学
　　　　音楽学部管弦楽団、
　　　　京都市ジュニア・オーケストラ

ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

　 ビゼー 「カルメン」組曲 第1番
Pf：山下洋輔 ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
Vn：ジェニファー・ギルバート ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 から 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」 から 第4楽章

Pf：久保千尋 グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 から 第1楽章
J.C.バッハ 6つの交響曲 第4番 ニ長調 作品18-4
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 から 第2楽章
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98 から 第3楽章
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 から 第4楽章

ビゼー
歌劇「カルメン」から
　「前奏曲」、「ハバネラ」、「セギディーリャ」、「第2幕への前奏曲」、「闘牛士の歌」、
　「花の歌」、「第3幕への前奏曲」、第4幕「フィナーレ」

シチェドリン カルメン組曲
ガーシュイン キューバ序曲
リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34
トゥリーナ 交響詩「幻想舞曲集」作品22
ラヴェル スペイン狂詩曲
ラヴェル ボレロ

MC＋Nr：鍋倉やすこ アンダソン トランペット吹きの休日
アンダソン チキン・リール
チャイコフスキー バレエ組曲「眠りの森の美女」から 「ワルツ」
プライアー 口笛吹きと犬

久石譲
「となりのトトロ」オーケストラ・ストーリーズ
　「さんぽ」、「五月の村」、「すすわたり」、「お母さん」、「風のとおり道」、「まいご」、
　「ねこバス」、「となりのトトロ」

J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

2009/6/21 みんなのコンサート2009 サウンド・オブ・サマー 京都市右京ふれあい文化会館
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲

モーツァルト
歌劇「フィガロの結婚」K.492から
　「もう飛ぶまいぞ、この蝶々」、「もうあんたの勝ちだと言ったな」

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527から 「奥様、これが恋のカタログです」
アンダソン 舞踏会の美女
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 から 第1楽章
チャイコフスキー アンダンテ・カンタービレ
J.シュトラウス ワルツ「春の声」作品410
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26

2009/7/5 みんなのコンサート2009 サウンド・オブ・クラシッ 京都市東部文化会館
ラヴェル ラ・ヴァルス
ラヴェル バレエ組曲「マ・メール・ロワ」
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47
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」
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61から 「結婚行進曲」

ドビュッシー
「小組曲」から
　「小舟で」、「行列」

J.シュトラウス 芸術家のカドリーユ 作品201

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
　「若い王子と王女」、「バグダッドの祭り。海。船は青銅の騎士のある岩で難破。終曲」

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）
チャイコフスキー スラブ行進曲 作品31

Vn：黒川侑 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：河村尚子 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 イタリア奇想曲 作品45

MS：福島紀子
Tn：松本薫平
Br：萩原寛明

京都市交響楽団

以下、2009/7/3と同じ

以下、2009/6/20と同じ

Br：砂場拓也

2009/4/10 スプリング・コンサート 京都コンサートホール 広上淳一

広上淳一ザ・シンフォニーホール大阪特別公演2009/4/12

2009/4/18 第523回 定期演奏会 京都コンサートホール 大友直人

広上淳一京都コンサートホールオーケストラ・ディスカバリー Vol.12009/5/9

2009/5/15 第524回 定期演奏会 京都コンサートホール 現田茂夫

ジョン・アクセルロッド京都コンサートホール第525回 定期演奏会2009/6/7

2009/6/20 みんなのコンサート2009 サウンド・オブ・サマー 京都市呉竹文化センター 松井慶太

工藤俊幸京都市北文化会館
みんなのコンサート2009 サウンド・オブ・クラシッ
ク

2009/7/3

2009/7/23 第526回 定期演奏会 京都コンサートホール 大野和士

2009/8/2 オーケストラ・ディスカバリー Vol.2 京都コンサートホール 下野竜也

2009/8/9 第527回 定期演奏会 京都コンサートホール 広上淳一

1ページ 17.京都市交響楽団



ビゼー 「アルルの女」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
　「パストラール」、「ファランドール」

Vn：東珠子 サン・サーンス ハバネラ 作品83
共演：京都市ジュニアオーケストラ アンダソン ブルー･タンゴ

J.シュトラウス 新ピチカート・ポルカ 作品449

ドリーブ
バレエ音楽「コッペリア」から
　「マズルカ」、「チャルーダーシュ」

ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章
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」

2009/8/23 みんなのコンサート2009 サウンド・オブ・ドリーム 京都市西文化会館ウエスティ
シューマン 付随音楽「マンフレッド」序曲 作品115

Pf：田村響 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
シューマン 交響曲 第2番 ハ長調 作品61
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

Gt：國松竜次 ロドリーゴ アランフエスの協奏曲
ラヴェル 組曲「クープランの墓」
J.ウィリアムズ 映画「スターウォーズ」から 「ファントムメナス～運命の闘い」
ヴェルディ 「レクイエム」から 「サンクトゥス」
モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626から 「ラクリモーザ」
ブラームス ドイツ・レクイエム 作品45から 「なんと愛しいことでしょう、あなたの住まいは」
ロイド=ウェッバー 「レクイエム」から 「主イエスよ、救いたまえ」
ビゼー 歌劇「カルメン」 第4幕（抜粋）

ビゼー
歌劇「カルメン」から
　「ハバネラ」、「花の歌」

モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

Vn：堀米ゆず子
Vc：宮田大
Pf：アブデル・ラーマン・エル＝バシャ

ベートーヴェン ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲 ハ長調 作品56

Og：桑山彩子 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」
ベートーヴェン 序曲「コリオラン」作品62

Sp：並河寿美/ At：渡辺敦子
Tn：成田勝美/ Br：三原剛
Ch：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」

ペンデレツキ 広島の犠牲者に捧げる哀歌
Sp：並河寿美/ At：渡辺敦子
Tn：成田勝美/ Br：三原剛
Ch：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」

スメタナ 交響詩「モルダウ」
Pf：菊池洋子 モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」作品80

Vc：ガブリエル・リプキン サン・サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33
ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93
バーンスタイン ｢キャンディード｣序曲
ラヴェル ボレロ（抜粋）
ラヴェル 道化師の朝の歌
ファリャ バレエ音楽「三角帽子」から 「粉屋の踊り」
デュカス バレエ音楽「ラ・ペリ」から 「ファンファーレ」
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48から 「ワルツ」
チャイコフスキー 組曲「くるみ割り人形」作品71a から 「こんぺい糖の踊り」
モーツァルト 歌劇「後宮からの逃走」第1幕 から 「行進曲」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第4楽章から
マーラー 交響曲 第4番 ト長調 第1楽章から
バーンスタイン 「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「シンフォニック・ダンス」
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3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
プッチーニ 交響的奇想曲

Hr：ラデク・バボラーク、
　　垣本昌芳、澤嶋秀昌、寺尾敬子

シューマン コンツェルトシュトゥック ヘ長調 作品86

Hr：ラデク・バボラーク R.シュトラウス ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11
ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

Sp：津幡泰子
MS：西村薫
Tn：竹田昌弘

以下、2009/8/21と同じ

広上淳一京都市呉竹文化センターみんなのコンサート2009 サウンド・オブ・ドリーム2009/8/21

2009/9/4 第528回 定期演奏会 京都コンサートホール 山下一史

2009/10/21 京響友の会招待コンサート
京都コンサートホール
　・アンサンブルホールムラタ

広上淳一

堀俊輔京都コンサートホールオーケストラ・ディスカバリー Vol.32009/10/25

2009/10/30 第529回 定期演奏会 京都コンサートホール 井上道義

広上淳一京都コンサートホール第530回 定期演奏会2009/11/28

2009/12/25 特別演奏会 「第九コンサート」 京都コンサートホール 井上道義

井上道義京都コンサートホール特別演奏会 「第九コンサート」2009/12/26

2010/1/10 特別演奏会 ニューイヤーコンサート 京都コンサートホール 川瀬賢太郎

外山雄三京都コンサートホール第531回 定期演奏会2010/1/22

2010/2/14 オーケストラ・ディスカバリー Vol.4 京都コンサートホール 高関健

モーシェ・アツモン京都コンサートホール第532回 定期演奏会2010/2/26

2010/3/27 第533回 定期演奏会 京都コンサートホール 広上淳一

2ページ 17.京都市交響楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
ブリテン シンプル・シンフォニー 作品4

Pf：岡田博美 ストラヴィンスキー ピアノと管楽器のための協奏曲
シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
シチェドリン バレエ音楽「カルメン」組曲（ビゼーの歌劇「カルメン」による）

Vn：千住真理子 ラロ 「スペイン交響曲」作品21
ラヴェル ボレロ

2009/4/25 第56回 名曲コンサート
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
アンダソン トランペット吹きの休日
アンダソン トランペット吹きのこもり歌
ドニゼッティ 歌劇「リタ」から 「私は楽しい」
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドー」から 「いつまでも友達でいましょう」
ロンバーグ／青島広志 喜歌劇「学生王子」から 「セレナード」
プッチーニ 歌劇「トスカ」から 「歌に生き、恋に生き」
ヴェルディ 歌劇「椿姫」から 「乾杯の歌」

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」、「トレパーク」、「こんぺい糖の精の踊り」、「花のワルツ」

R.ロジャース／青島広志
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」から
　「サウンド・オブ・ミュージック」、「ドレミの歌」、「ひとりぼっちの羊飼い」、
　「すべての山に登れ」

久石譲／青島広志 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6番 ヘ長調 作品68 「田園」
ツェムリンスキー 交響曲 第2番 変ロ長調
S.ワーグナー 歌劇「異教徒の王」間奏曲「信仰」
S.ワーグナー 交響詩「幸福」
ブルッフ 交響曲 第3番 ホ長調 作品51

Pf：奈良田朋子/ Timp：小谷康夫 マルティヌー 2つの弦楽合奏とピアノ、ティンパニのための二重協奏曲
マルティヌー リディツェ
ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

Pf：田部京子　　 モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2009/7/20 第57回 名曲コンサート
ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲

Fl：新村理々愛 モーツァルト フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314（285d）
エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 作品63
R.シュトラウス 歌曲集 作品56 から 「東から来た三人の王」
R.シュトラウス 歌曲集 作品41 から 「こもり歌」
R.シュトラウス 歌曲集 作品37 から 「わたしのまなざし」
R.シュトラウス 歌曲集 作品29 から 「たそがれの夢」
R.シュトラウス 歌曲集 作品27 から 「あすの朝」
ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調
モーツァルト 交響曲 第34番 ハ長調 K.338

Pf：菊地裕介 メンデルスゾーン ピアノ協奏曲 第1番 ト短調 作品25
シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D200

2009/10/24 第58回 名曲コンサート
ルーセル シンフォニエッタ 作品52

Pf：小山実稚恵 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」
オネゲル 交響曲 第3番 「典礼風」

Pf：小林五月 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
Sp：石橋栄実/ At：小林久美子
Tn：竹内公一/ Br：萩原寛明
Ch：大阪シンフォニカー感動の第九
　　　特別合唱団2009

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

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」
パッヘルベル カノン
カバレフスキー 組曲「道化師」作品26 から 「ギャロップ」
プッチーニ／篠田聡史 歌劇「トゥーランドット」から 「だれも寝てはならぬ」（管弦楽版）
J.シュトラウス 喜歌劇「騎士パスマン」から 「チャールダーシュ」
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「美しく青きドナウ」作品314
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48

Vc：遠藤真理 チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 作品33
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」

2010/1/15 第141回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小林研一郎

2010/1/7 プレ・オーケストラの日コンサート 堺市立栂文化会館 海老原光

寺岡清高ザ・シンフォニーホール特別演奏会 感動の第九2009/12/26

2009/11/25 第140回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 秋山和慶

2009/10/24 第58回 名曲コンサート ザ・シンフォニーホール 児玉宏

2009/10/16 第139回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 児玉宏

2009/9/16 第138回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 大友直人

2009/7/20 第57回 名曲コンサート ザ・シンフォニーホール
ウラディーミル・
　ヴァーレック

2009/7/16 第137回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール
ウラディーミル・
　ヴァーレック

児玉宏ザ・シンフォニーホール第136回 定期演奏会2009/6/19

2009/5/29 第135回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡清高

2009/5/6
特別演奏会
　第1回 青島広志の奇想天外オーケストラ

いずみホール 青島広志

現田茂夫ザ・シンフォニーホール第56回 名曲コンサート2009/4/25

2009/4/14 第134回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール キンボー・イシイ＝エトウ

大阪シンフォニカー交響楽団（2010年3月31日まで大阪シンフォニカー交響楽団、2010年４月１日から大阪交響楽団）

Sp：猿山順子
Tn：小野勉

Sp：天羽明惠

以下、2009/4/25と同じ

以下、2009/7/20と同じ

以下、2009/10/24と同じ
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ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調
Fl：工藤重典 イベール フルート協奏曲

ラヴェル なき王女のためのパヴァーヌ
ドビュッシー 「管弦楽のための映像」から 「イベリア」

2010/1/24 第59回 名曲コンサート
ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
フランツ・シュミット 交響曲 第4番 ハ長調
レーガー モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ 作品132

Pf：三輪郁 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19
Nr：加藤燿子 ブリテン 青少年の管弦楽入門 作品34

2010/3/7 第60回 名曲コンサート
ウォルトン バレエ組曲「賢いおとめたち」
R.シュトラウス クープランのクラヴサン曲による小管弦楽のためのディヴェルティメント 作品86 
グラズノフ 交響曲 第5番 変ロ長調 作品55

2010/3/20 第13回東京公演 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
ヘンデル ラルゴ
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調  「イタリア」作品90 から 第1楽章
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第1集 から ト短調 作品46-8
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲） から 第1楽章
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調  「新世界から」作品95 から 第4楽章

2010/1/24 第59回 名曲コンサート ザ・シンフォニーホール 矢崎彦太郎

2010/2/10 第142回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡清高

第143回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 児玉宏

2010/3/7 第60回 名曲コンサート ザ・シンフォニーホール 寺岡清高

2010/3/31 オーケストラの日コンサート 堺市立東文化会館 海老原光

以下、2010/3/7と同じ

以下、2010/3/17と同じ

以下、2010/1/24と同じ

2010/3/17
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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
Fl：ニコリンヌ・ピエルー イベール フルート協奏曲

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」
スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲
レハール ワルツ「金と銀」作品79
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
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
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
芥川也寸志 弦楽のための3楽章 「トリプティーク」

Vn：ライナー・ホーネック モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216
ストラヴィンスキー バレエ音楽「妖精の口づけ」から 「ディヴェルティメント」
ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
アンダソン プリンク・プレンク・プランク
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第1集から ハ短調 作品46-7
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4楽章
杉本竜一 Believe

2009/6/4 タッチ・ジ・オーケストラ
2009/6/4 タッチ・ジ・オーケストラ
2009/6/5 タッチ・ジ・オーケストラ
2009/6/5 タッチ・ジ・オーケストラ

ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
グラズノフ バレエ組曲「四季」作品67 「夏」から 「コーダ」
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」
リュリ サラバンド
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
和田薫 みんなでドレミ！
杉本竜一 Believe

2009/6/11 センチュリーこどもコンサート
Pf：アンナ・マリコヴァ グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 作品103 「1905年」
ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

Va：清水直子 ベルリオーズ イタリアのハロルド 作品16

グラズノフ
バレエ音楽「四季」作品67
　「夏」から「舟歌」、「コーダ」

ポンセ 小さな星
プッチーニ／大給鮎美 歌劇「トスカ」から 「星はきらめき」

共演：センチュリー・ユースオーケスト ホルスト 組曲「惑星」作品32から 「木星」
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」
ピアソラ 「クリップ・ビート・クラップ！」～「リベルタンゴ」
マッコイ ハッスル
バローゾ ブラジルの水彩画
メキシコ民謡 ラ・バンバ
越部信義 おもちゃのチャチャチャ
ラリオーノフ カリンカ
上野耕路 たらこ・たらこ・たらこ
水森英夫編 きよしのズンドコ節
古関裕而 栄冠は君に輝く
ハーライン 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」

グラズノフ
バレエ音楽「四季」作品67
　「秋」から「アダージョ」、「アレグロ」

ドビュッシー ベルガマスク組曲 から 「月の光」
共演：センチュリー・ユースオーケスト ホルスト 組曲「惑星」作品32から 「木星」

エルガー セレナード ホ短調 作品20
エルガー ため息 作品70

Pf：アンドレ・ワッツ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」

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5番 変ロ長調

2009/10/29 タッチ・ジ・オーケストラ
2009/10/29 タッチ・ジ・オーケストラ
2009/10/30 タッチ・ジ・オーケストラ
2009/10/30 タッチ・ジ・オーケストラ

大阪センチュリー交響楽団

以下、2009/6/3と同じ

以下、2009/6/11と同じ

以下、2009/6/3と同じ
以下、2009/6/3と同じ
以下、2009/6/3と同じ

以下、2009/6/3と同じ
以下、2009/6/3と同じ
以下、2009/6/3と同じ
以下、2009/6/3と同じ

2009/10/15 第145回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉和裕

2009/9/10 第144回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ジョセフ・ウォルフ

2009/8/30 第14回 星空ファミリーコンサート 第2夜 服部緑地野外音楽堂 小田野宏之

2009/8/29 第14回 星空ファミリーコンサート 第1夜 服部緑地野外音楽堂 小田野宏之

2009/7/17 第143回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉和裕

2009/6/18 第142回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 沼尻竜典

2009/6/11 センチュリーこどもコンサート 東大阪市立総合体育館 横島勝人

関谷弘志センチュリー・オーケストラハウスタッチ・ジ・オーケストラ2009/6/3

2009/5/28 第141回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ロッセン・ゲルゴフ

2009/4/9 第140回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉和裕

本名徹次ザ・シンフォニーホールセンチュリー名曲コンサート2009/4/21
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Vn：四方恭子 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

2009/12/9
大阪センチュリー交響楽団
　創立20周年記念特別演奏会Ⅰ

ザ・シンフォニーホール 小泉和裕
Sp：飯田みち代/ MS：林美智子
Tn：望月哲也/ Br：成田博之
Ch：大阪センチュリー合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

共演：天王寺楽所雅亮会 西村朗 オーケストラのための「蘇莫者」〔委嘱作品、世界初演〕
フランク 交響曲 ニ短調
J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

編曲
クリスマスキャロル・メドレー
　「おめでとうクリスマス」、「きよしこの夜」、「もろびとこぞりて」、
　「ウェンセスラスは良い王様」、「牧人ひつじを」、「ひいらぎ飾ろう」

スメタナ 交響詩「モルダウ」
ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
グラズノフ バレエ組曲「四季」作品67 「夏」から 「コーダ」
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」
編曲 クリップ・ビート・クラップ！
杉本竜一 Believe

2010/1/14 センチュリーこどもコンサート
Pf：小菅優 ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

2010/2/5
大阪センチュリー交響楽団
　創立20周年記念特別演奏会Ⅱ

ザ・シンフォニーホール 沼尻竜典

ジャンヌ・ダルク：カティア・レフコヴィ
チ
修道士ドミニク：ミシェル・ファヴォリ
聖処女・天の声：谷村由美子
マルグリート：渡辺玲美
カトリーヌ：竹本節子
酒樽かあさんほか：田村由貴絵
豚・声・書記：高橋淳
司祭ほか：望月哲也
声ほか：片桐直樹
Ch：ザ・カレッジ・オペラハウス合唱

オネゲル 劇的オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」（日本語字幕付・セミステージ形式）

Vn：堀米ゆず子 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調

2010/2/15 タッチ・ジ・オーケストラ
2010/2/16 タッチ・ジ・オーケストラ
2010/2/16 タッチ・ジ・オーケストラ
2010/2/17 タッチ・ジ・オーケストラ
2010/2/17 タッチ・ジ・オーケストラ

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番
シベリウス 「クオレマ」作品44 から 「悲しいワルツ」
スメタナ 交響詩「モルダウ」

2010/2/21 個人定期会員招待演奏会 ハウスコンサート
ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
グラズノフ バレエ組曲「四季」作品67 「夏」から 「コーダ」
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」
ピアソラ リベルタンゴ
マッコイ ハッスル
バローゾ ブラジルの水彩画
メキシコ民謡 ラ・バンバ
越部信義 おもちゃのチャチャチャ
ラリオーノフ カリンカ
上野耕路 たらこ・たらこ・たらこ
水森英夫編 きよしのズンドコ節
古関裕而 栄冠は君に輝く
杉本竜一 Believe

2010/2/24 センチュリーこどもコンサート
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」K.492から 「愛の神よ、ご覧あれ」
モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527から 「さあ、この裏切り者から逃れて」
モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」序曲

Sp：佐々木典子 モーツァルト
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」K.588から
　「岩のように動かずに」、「恋人よ許してください」

サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」

以下、2009/2/24と同じ

Sp：佐々木典子

以下、2009/6/3と同じ
以下、2009/6/3と同じ
以下、2009/6/3と同じ

以下、2010/2/21と同じ

以下、2010/1/14と同じ

以下、2009/6/3と同じ
以下、2009/6/3と同じ

2010/3/26 第149回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール パスカル・ヴェロ

2010/2/24 センチュリーこどもコンサート 四条畷市民総合センター 橘直貴

2010/2/21 個人定期会員招待演奏会 ハウスコンサート センチュリー・オーケストラハウス 小泉和裕

2010/2/12 第148回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉和裕

2010/1/17 京都特別演奏会 京都コンサートホール 小泉和裕

2010/1/14 センチュリーこどもコンサート 岸和田市マドカホール 橘直貴

2009/12/22
府内特別支援学校生徒のための
　大阪センチュリー交響楽団コンサート

ビッグ・アイ 小田野宏之

2009/12/17 第147回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 沼尻竜典

2009/11/12 第146回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール
シュテファン・
　ザンデルリンク
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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
ハイドン 交響曲 第85番 変ロ長調 「女王」

Vn：郷古廉 ハイドン ヴァイオリン協奏曲 第1番 ハ長調
ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」
ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90
バーンスタイン 組曲｢キャンディード｣
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）

2009/4/17 第427回 定期演奏会
スメタナ 歌劇「売られた花嫁」序曲

Vn：長原幸太 シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ブリテン マチネ・ミュジカル 作品24

Vn：アン・アキコ・マイヤース チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
コダーイ ガラーンタ舞曲

Vn：庄司紗矢香 リゲティ ヴァイオリン協奏曲
ラフマニノフ 交響曲 第3番 イ短調 作品44

2009/5/27 第428回 定期演奏会
宮川彬良 シンフォニック・パラダイス
ブルクミュラー 25の練習曲 作品100-25 「貴婦人の乗馬」
ショパン／宮川彬良 ワルツ 第6番 変ニ長調 作品64-1 「小犬」
マンシーニ／宮川彬良 子象の行進
團伊玖磨／宮川彬良 ぞうさん
宮川彬良 イワトビペンギン
チャーチル／宮川彬良 ファンタスティック！白雪姫
喜納昌吉／宮川彬良 花～すべての人の心に花を～
つのだ☆ひろ メリー・ジェーン
谷村新司 いい日旅立ち
モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」
ディーリアス 小管弦楽のための2つの小品

Br：福島明也
Ch：大阪フィルハーモニー合唱団、
　　　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」

2009/6/29 第429回 定期演奏会
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

Vn：シン・ヒョンス メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
Sp：天羽明惠、松田奈緒美
語り：朝岡聡
Ch：大阪フィルハーモニー合唱団

メンデルスゾーン 「夏至の夜の夢」作品61

Vn：クリストフ・バラーティ パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品6
Og：室住素子 サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」

2009/7/29 第430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」 から 第1楽章
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」作品92
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）
久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
J.シュトラウス Ⅰ ラデツキー行進曲 作品228

2009/8/2 親子のためのオーケストラ体験教室
スーク 組曲「おとぎ話」作品16

Tp：マティアス・ヘフス アルチュニアン トランペット協奏曲 変イ長調
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70

2009/9/18 第431回 定期演奏会
Vc：ピーター・ウィスペルウェイ ハイドン チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
Sp：シモーナ・サトゥロヴァ
Tn：五郎部俊朗
Br：サイモン・ポーリー
Ch：大阪フィルハーモニー合唱団

オルフ カルミナ・ブラーナ

2009/10/30 第432回 定期演奏会
キラル オラワ

Pf：ペーテル・ヤブロンスキ ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 作品93

2009/11/20 第433回 定期演奏会
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲

Ｐｆ：キリル・ゲルシュタイン ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

大阪フィルハーモニー交響楽団

1900/5/4 いずみホール特別演奏会 I いずみホール ゲルハルト・ボッセ

2009/4/16 第427回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 大植英次

2009/4/21 京都特別演奏会 京都コンサートホール 大植英次

2009/5/13 マチネシンフォニー I 梅田芸術劇場 ヘンリク・シェーファー

2009/5/26 第428回 定期演奏会 ザ･シンフォニーホール ジョナス・アルバー

2009/6/13 大阪フィル ポップスコンサート in 京都 京都コンサートホール 宮川彬良

2009/6/28 第429回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 秋山和慶

2009/7/3 いずみホール特別演奏会 II いずみホール 井上道義

2009/7/28 第430回 定期演奏会 ザ･シンフォニーホール 大植英次

2009/8/1 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

2009/9/17 第431回 定期演奏会 ザ･シンフォニーホール ヤクブ・フルシャ

2009/10/29 第432回 定期演奏会 ザ･シンフォニーホール 大植英次

2009/11/19 第433回 定期演奏会 ザ･シンフォニーホール クリストフ・アーバンスキ

2009/12/3 マチネ･シンフォニー Ⅱ 梅田芸術劇場 井上道義

以下、2009/4/16と同じ

以下、2009/5/26と同じ

以下、2009/6/28と同じ

以下、2009/7/28と同じ

以下、2009/8/1と同じ

以下、2009/9/17と同じ

以下、2009/10/29と同じ

以下、2009/11/19と同じ
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シベリウス 祝祭アンダンテ
J.F.ワーグナー 行進曲「双頭の鷲の旗の下に」作品159
リード エル・カミーノ・レアル
グラズノフ サクソフォーン協奏曲 変ホ長調 作品109
アーノルド 管弦楽組曲「第6の幸福をもたらす宿」
ラヴェル 「ダフニスとクロエ」 第2組曲

2009/12/29 第九シンフォニーの夕べ ザ･シンフォニーホール
アレクサンダー・
　リープライヒ

Sp：安藤赴美子/ At：竹本節子
Tn：福井敬/ Br：青山貴
Ch：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」

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」作品92
ヴェルディ 歌劇「椿姫」 第3幕への前奏曲
ヴェルディ 歌劇「リゴレット」から 「女心の歌」
プッチーニ 歌劇「トスカ」から 「星はかがやき」
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドー」から 「ワルツ」

Ｓp：幸田浩子 オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「オランピアのアリア」
Ｖｎ：南紫音 サラサーテ カルメン幻想曲 作品25

バデルト 映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」から
ドンギア カリヨン
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
ラヴェル ラ・ヴァルス

MS：重松みか エルガー 海の絵 作品37
エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

2010/1/22 第434回 定期演奏会
メンデルスゾーン 吹奏楽のための序曲 ハ長調 作品24
ロドリーゴ 管楽器のためのアダージョ
アーノルド 金管楽器のための交響曲 作品123
R.シュトラウス ソナチネ 第2番 変ホ長調 「楽しい仕事場」

Pf：フランチェスコ・ピエモンテーシ シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64

2010/2/18 第435回 定期演奏会
2010/2/20 第47回 東京定期演奏会 サントリーホール

ベートーヴェン 「アテネの廃墟」序曲
Vn：ルノー・カプソン モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216

ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調
2010/3/19 第436回 定期演奏会

Ｔn：福井敬

2009/12/18 スペシャルライブ ザ･シンフォニーホール 下野竜也

新春名曲コンサート ザ･シンフォニーホール 円光寺雅彦2010/1/11

2010/1/21 第434回 定期演奏会 ザ･シンフォニーホール 尾高忠明

2010/1/27 いずみホールコンサートシリーズ III いずみホール 下野竜也

2010/2/17 第435回 定期演奏会 ザ･シンフォニーホール 大植英次

2010/3/18 第436回 定期演奏会 ザ･シンフォニーホール 下野竜也

以下、2010/1/21と同じ

以下、2010/2/17と同じ
以下、2010/2/17と同じ

以下、2010/3/18と同じ

2ページ 20.大阪フィルハーモニー交響楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
Pf：イェルク・デームス 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1番 ハ短調 作品68
サン・サーンス 交響詩「死の舞踏」作品40

Vc：堤剛 ラロ チェロ協奏曲 ニ短調
ラヴェル 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番
ラヴェル ラ・ヴァルス
川上肇 Fanfare for 11
オスカー・ベーメ 金管六重奏曲
照喜名俊典 Drivi’ the white caddy for solo tuba and horn quartet
プレートリウス／川上肇 テレプシコーレ舞曲集

藤岡幸夫 ビゼー／川上肇 歌劇「カルメン」ハイライト
Vn：岩谷祐之、徳岡裕紀、
　　　友永健二、森本一人

ヴィヴァルディ 「調和の霊感」から 4つのヴァイオリンのための協奏曲 ホ短調 作品3-4 RV.550

モーツァルト 音楽のたわむれ K.522
飯守泰次郎 ハイドン 交響曲 第96番 ニ長調 「奇跡」

貴志康一
大管弦楽のための「日本組曲」から
　「春雨」、「祈り」、「道頓堀」

Pf：河村尚子 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
バルトーク バレエ組曲「中国の不思議な役人」作品19
コダーイ ガランタ舞曲
モーツァルト ディヴェルティメント 変ロ長調 K.137（125b）
ブリテン シンプル・シンフォニー 作品4

藤岡幸夫 ハイドン 交響曲 第97番 ハ長調
Pf：横山幸雄 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

フランク 交響曲 ニ短調
サン・サーンス 交響詩「死の舞踏」作品40

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」
シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

2009/7/15 第213回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎 スメタナ 連作交響詩「わが祖国」

ギオルギ・バブアゼ
Vn：ギオルギ・バブアゼ
Va：大江のぞみ

モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）

藤岡幸夫 ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」
アンダソン 舞踏会の美女
冨田勲 子どものための交響詩「新・ジャングル大帝」（抜粋）
プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」（抜粋）

Vn：オーギュスタン・デュメイ
Pf：ヴァネッサ・ワーグナー

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

Pf：ヴァネッサ・ワーグナー 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
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：徳岡裕紀、鈴木洋子
Va：ステファン・ポポフ
Vc：分藤美紀子

ハイドン 弦楽四重奏曲 第79番 ニ長調 作品76-5 「ラルゴ」から 第1、第3、第4楽章

Vn：オーギュスタン・デュメイ
Pf：ヴァネッサ・ワーグナー

フランク ヴァイオリン・ソナタ

Vn：オーギュスタン・デュメイ
Pf：ヴァネッサ・ワーグナー
Vn：岩谷祐之
Va：大江のぞみ
Vc：向井航

シューマン ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44

オーギュスタン・デュメイ モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26

Vn：オーギュスタン・デュメイ 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3番 イ短調 作品56 「スコットランド」
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」

Ob：ハンスイェルク・
　　　シェレンベルガー、
　　　モーリス・ブルグ
Hp：マルギット＝アナ・シュース

ルトスワフスキ オーボエ、ハープと室内管弦楽のための二重協奏曲

モーリス・ブルグ マルタン オーボエ、ハープ、弦楽のための3つの舞曲
ハンスイェルク・
　シェレンベルガー

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

ギオルギ・バブアゼ

関西フィルハーモニー管弦楽団

藤岡幸夫

2009/4/9 いずみホールシリーズ Vol.15 いずみホール 飯守泰次郎

2009/5/11 関西フィル・ブラスセクション Vol.3 ザ・フェニックスホール

2009/4/29 第210回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール

2009/5/15 コミュニティーコンサート Vol.41 オークホール
ギオルギ・バブアゼ

2009/5/21 第211回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小松長生

2009/6/11 コミュニティーコンサート Vol.42 オークホール

2009/6/26 第212回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 大山平一郎

2009/7/1 東京特別演奏会 サントリーホール 藤岡幸夫

2009/7/24 コミュニティーコンサート Vol.43 オークホール

2009/8/15 Meet the Classic  Vol.19 いずみホール 藤岡幸夫

2009/9/11 第214回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール オーギュスタン・デュメイ

2009/9/13 コミュニティーコンサート Vol.44 オークホール

2009/9/17 いずみホールシリーズ Vol.16 いずみホール 飯守泰次郎

2009/10/8 第215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

1ページ 21.関西フィルハーモニー管弦楽団



デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」
Pf：迫昭嘉 大澤壽人 ピアノ協奏曲 第2番

オネゲル 交響的楽章「機関車パシフィック231」
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
ラヴェル ボレロ
吉松隆 鳥たちの時代

Pf：シュー・ツォン サン・サーンス ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22
ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲
ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番 作品72b

Sp：並河寿美/ At：福原寿美枝
Tn：小餅谷哲男/ Br：田中勉
Ch：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
松永貴志 無機質
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
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「南国のばら」作品388
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ「憂いもなく」作品271
J.シュトラウス ポルカ「ハンガリー万歳」作品332
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 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」

Vn：大谷玲子 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

2010/2/19 第217回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守　泰次郎
Sp：垣花洋子/ MS：福原寿美枝
Ch：大阪アカデミー合唱団
　　　関西二期会合唱団

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485
チャイコフスキー 弦楽セレナーデ　から　第1楽章
ショパン ピアノ協奏曲第2番（ナショナル・エディションを使用）
ショパン ピアノ協奏曲第1番（ナショナル・エディションを使用）

Vn：瀧村依里 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」

Pf：松永貴志

Pf：小山実稚恵

2009/11/3 いずみホールシリーズ Vol.17 いずみホール 飯守泰次郎

2009/11/27 第216回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫

2009/12/12 「第九」特別演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎

2010/1/15 Meet the Classic  Vol.20 いずみホール 藤岡幸夫

2010/2/6 いずみホールシリーズ Vol.18 いずみホール 飯守泰次郎

2010/3/11 第218回 定期演奏会 ザ・シンフォニーホール オーギュスタン・デュメイ

2010/3/14 Meet the Classic in KOBE  Vol.11 神戸新聞松方ホール 小松長生

2010/3/20 大阪市中央公会堂特別演奏会 中之島中央公会堂 藤岡幸夫
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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
ハイドン 交響曲第４４番　ホ短調　「悲しみ」

Fl：ベーター＝ルーカス・グラーフ モーツァルト フルート協奏曲第２番　ニ長調　K. 314
ブラームス 交響曲第１番　ハ短調　op. 68

2009/4/4 第24回 定期演奏会
2009/4/5 第24回 定期演奏会

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
Vn：川久保賜紀 シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調

ベートーヴェン 交響曲第５番　ハ短調　op. 67　「運命」
チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」から「ポロネーズ」

Pf：関本昌平 チャイコフスキー ピアノ協奏曲第１番　変ロ短調　op. 23
チャイコフスキー 交響曲第５番　ホ短調　op. 64
モーツァルト 交響曲第３３番　変ロ長調　K. 319
シューベルト 交響曲第３番　ニ長調　D. 200
シューマン 交響曲第３番　変ホ長調　op. 97　「ライン」

2009/5/23 第25回 定期演奏会
2009/5/24 第25回 定期演奏会

グリンカ 「ルスランとリュドミーラ」序曲
Vn：有希・マヌエラ・ヤンケ メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲　ホ短調

ドヴォルザーク 交響曲第９番　ホ短調　op. 95　「新世界から」
チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」

Hp：グザヴィエ・ドゥ・メストレ グリエール ハープ協奏曲　変ホ長調　op. 74
シベリウス 交響曲第５番　変ホ長調　op. 82

2009/7/18 第26回 定期演奏会
2009/7/19 第26回 定期演奏会

ジェローム・モロス 大いなる西部 ～メイン・タイトル
アーネスト・ゴールド 栄光への脱出 ～メイン・テーマ
ジョン・アディソン編曲 フレンチ･メドレー

Pf：挾間美帆 ジョー・ガーランド イン･ザ･ムード 
デューク・エリントン ソフィスティケイテッド･レディ
ユービー・ブレイク メモリーズ･オブ･ユー
ビリー・ストレイホーン Ａ列車で行こう
挾間美帆 サマー･ブリーズ
ディミトリ・ティオムキン ウエスタン組曲
ディミトリ・ティオムキン ＯＫ牧場の決闘 ～バラード
ジョン・ウィリアムズ ジョーズ ～テーマ
ジョン・ウィリアムズ シンドラーのリスト ～テーマ
ジョン・ウィリアムズ ハリー･ポッターと賢者の石 ～ヘドウィグのテーマ
ジョン・ウィリアムズ ジュラシック･パーク ～テーマ

2009/8/8 ＰＡＣ ＰＯＰＳ！
Vn：ジェームス・エーネス ブラームス ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op. 77

ドヴォルザーク 交響曲第８番　ト長調　op. 88
2009/9/12 第27回 定期演奏会
2009/9/13 第27回 定期演奏会

ヴォルフ イタリアのセレナード
Cl：ベンツェル・フックス モーツァルト クラリネット協奏曲　イ長調　K. 622

ウェーバー クラリネット協奏曲第２番　変ホ長調　op. 74
ストラヴィンスキー 組曲「プルチネルラ」

Pf：アレクサンドル・メルニコフ ラフマニノフ ピアノ協奏曲第２番　ハ短調　op. 18
リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」　op. 35

2009/10/24 第28回 定期演奏会
2009/10/25 第28回 定期演奏会

ベートーヴェン エグモント序曲　op. 84
Vh：木嶋真優 ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op. 61
Pf：河村尚子 ベートーヴェン ピアノ協奏曲第５番　変ホ長調　op. 73　「皇帝」
Vn：ニコラ・ベネデッティ グラズノフ ヴァイオリン協奏曲　イ短調　op. 82

ブルックナー 交響曲第７番　ホ長調
2009/11/21 第29回 定期演奏会
2009/11/22 第29回 定期演奏会

ホルスト セント・ポール組曲
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 シンプル・シンフォニー
ヴィラ＝ロボス ブラジル風バッハ第９番

Vn：小野明子 ピアソラ ブエノスアイレスの四季

以下、2009/5/22と同じ

以下、2009/7/17と同じ

以下、2009/11/20と同じ
以下、2009/11/20と同じ

以下、2009/9/11と同じ
以下、2009/9/11と同じ

以下、2009/10/23と同じ
以下、2009/10/23と同じ

2009/4/3 第24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

2009/4/18 第14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

2009/5/9 第15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

2009/5/22 第25回 定期演奏会
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

金聖響

2009/7/10 第16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

2009/7/17 第26回 定期演奏会
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

ハンヌ・リントゥ

2009/9/11 第27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

2009/10/17 室内オーケストラシリーズ1
兵庫県立芸術文化センター
　神戸女学院小ホール

岩村力

2009/10/23 第28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

2009/11/7 第17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

2009/11/20 第29回 定期演奏会
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

下野竜也

2010/1/9 室内オーケストラシリーズ2
兵庫県立芸術文化センター
　神戸女学院小ホール

船橋洋介

以下、2009/8/7と同じ

兵庫芸術文化センター管弦楽団

以下、2009/7/17と同じ

以下、2009/5/22と同じ

以下、2009/4/3と同じ
以下、2009/4/3と同じ

2009/8/7 ＰＡＣ ＰＯＰＳ！
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
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2010/1/15 第30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

Sp：並河寿美/ MS：林美智子
Tn：松本薫平/ Br：成田博之
Ch：オープニング記念第９合唱団
　　　大阪ヴェルディ特別合唱団

ヴェルディ レクイエム

2010/1/16 第30回 定期演奏会
2010/1/17 第30回 定期演奏会

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲
Tp：ルベン・シメオ フンメル トランペット協奏曲　変ホ長調

モンテルデ マカレナの乙女
アーバン 「ヴェニスの謝肉祭」変奏曲
リムスキー・コルサコフ くまばちは飛ぶ
シャブリエ 狂詩曲「スペイン」
ラヴェル なき王女のためのパヴァーヌ
ファリャ 組曲「三角帽子」第２組曲
ハイドン 交響曲第９４番　ト長調　「驚愕」

Fl：フェリックス・レングリ カーター フルート協奏曲
Ob：ハインツ・ホリガー
Hp：ウルスラ・ホリガー

ルトスラフスキ オーボエ、ハープと室内オーケストラのための二重協奏曲

モーツァルト 交響曲第３９番　変ホ長調　K. 543
2010/2/20 第31回 定期演奏会
2010/2/21 第31回 定期演奏会

ラヴェル スペイン狂詩曲
Pf：相沢吏江子 ラヴェル ピアノ協奏曲　ト長調

デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」
ムソルグスキー／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2010/3/13 第32回 定期演奏会
2010/3/14 第32回 定期演奏会

アンダソン トランペット吹きの休日
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から「ワルツ」

楽器紹介コーナー

久石譲
「となりのトトロ」から
　「さんぽ」、「となりのトトロ」
指揮体験コーナー

ビゼー
「カルメン」組曲から
　「闘牛士」、「間奏曲」、「ジプシーの踊り」

ロジャース エーデルワイス
アンダソン トランペット吹きの休日
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から「ワルツ」

楽器紹介コーナー

久石譲
「となりのトトロ」から
　「さんぽ」、「となりのトトロ」
指揮体験コーナー

ビゼー
「カルメン」組曲から
　「闘牛士」、「間奏曲」、「ジプシーの踊り」

ロジャース エーデルワイス
アンダソン トランペット吹きの休日
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から「ワルツ」

楽器紹介コーナー

久石譲
「となりのトトロ」から
　「さんぽ」、「となりのトトロ」
指揮体験コーナー

ビゼー
「カルメン」組曲から
　「闘牛士」、「間奏曲」、「ジプシーの踊り」

ロジャース エーデルワイス
ジョン・ウィリアムズ オリンピック・ファンファーレ＆テーマ
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から「剣の舞」

楽器紹介コーナー

久石譲
「となりのトトロ」から
　「さんぽ」、「となりのトトロ」

Vn：漆原啓子 ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」から 「春」
ラヴェル チガーヌ

指揮体験コーナー
バンダ：西宮市立
　上甲子園中学校吹奏楽部

チャイコフスキー 序曲「１８１２年」

以下、2010/2/19と同じ

以下、2010/3/12と同じ
以下、2010/3/12と同じ

以下、2010/1/15と同じ
以下、2010/1/15と同じ

以下、2010/2/19と同じ

2010/1/23 第18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

2010/2/19 第31回 定期演奏会
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

ハインツ・ホリガー

2010/3/12 第32回 定期演奏会
兵庫県立芸術文化センター
　KOBELCO大ホール

ロッセン・ミラノフ

2010/3/20 ＰＡＣ子どものためのオーケストラ･コンサート 丹波の森公苑ホール 岩村力

2010/3/21 ＰＡＣ子どものためのオーケストラ･コンサート
たつの市総合文化会館
　赤とんぼ文化ホール

岩村力

2010/3/22 ＰＡＣ子どものためのオーケストラ･コンサート
加東市やしろ国際学習塾
　L.O.Cホール

岩村力

2010/3/27 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
モーツァルト 交響曲 第25番 ト短調 K.183（173dB）
ショスタコーヴィチ／バルシャイ 弦楽のための室内交響曲（ファシズムと戦争の犠牲者を追悼して）
ドヴォルザーク 組曲 イ長調 作品98b
ドヴォルザーク スラブ舞曲から第1,2,8,10,15番
ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲

Vn：松山冴花 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲　ホ短調
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 「英雄」
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
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
チャイコフスキー バレエ音楽「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 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調
ロジャース ドレミの歌

懐かしのSCREENメロディー
　「エデンの東」、「荒野の7人」、「パリのめぐり逢い」、「アラビアのロレンス」、
　「カサブランカ～時の過ぎ行くまま」、「80日間世界一周～セレクション」

Vo：尾崎紀世彦
尾崎紀世彦　with　広響
　「オール・ザ・ウエイ」、「オール・オブ・ミー」、「慕情」、「ゴッドファーザー」他

マーティン・クリード WORK. No.955
ハイドン 交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」
マーラー 交響曲 第5番
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
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
チャイコフスキー バレエ音楽「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 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調
シュトラウスⅠ ラデツキー行進曲
スッペ 「軽騎兵」序曲
モーツァルト 交響曲 第40番 から 第1楽章
ボロディン 交響詩「中央アジアの草原で」
パッヘルベル カノン
J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」作品324
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」
ホルスト 組曲「惑星」から「木星」
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
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40番　第1楽章
パッヘルベル カノン
J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」作品324
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」
ホルスト 組曲「惑星」から「木星」
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
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40番　第1楽章
パッヘルベル カノン
J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」作品324
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」
ホルスト 組曲「惑星」から「木星」
J.& Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
ニルス．Ｗ．ゲーゼ ハムレット序曲

Vc：マーティン・スタンツェライト シューマン チェロ協奏曲 イ短調 作品129
ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
メンデルスゾーン 交響曲 第1番 ハ短調 作品11
スメタナ 交響詩「モルダウ」

Pf：アンティ・シーララ アホ ピアノと弦楽オーケストラのための協奏曲（ピアノ協奏曲第2番）
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98
シベリウス 「クオレマ」作品44 から 「悲しいワルツ」

Pf：長尾洋史 糀場富美子 未風化の7つの横顔（ピアノとオーケストラのための）
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

広島交響楽団

2009/4/15 第288回 定期演奏会 広島厚生年金会館 エヴァルト・ダネル

2009/4/26 第12回 廿日市定期演奏会  はつかいち文化ホールさくらびあ 秋山和慶

2009/5/20 なぎさ公園小学校 音楽教室 なぎさ公園小学校体育館 松村秀明

2009/5/24 Energia2009 広響POPS CONCERT 広島国際会議場 フェニックスホール 藤野浩一

2009/5/29 第289回 定期演奏会 広島厚生年金会館 ヘンリク・シェーファー

2009/6/1 伴東小学校 音楽教室 伴東小学校体育館 松村秀明

2009/6/9 城北中学・高校 音楽教室 ALSOKホール 直井大輔

2009/6/11 三原市広域市町村圏小学校 音楽教室 三原芸術文化センター　ポポロ 直井大輔

2009/6/12 三原市広域市町村圏小学校 音楽教室 せら文化センター 直井大輔

2009/6/19
ディスカバリーシリーズ
　ロマンティシズムの源流を訪ねて I

アステールプラザ大ホール 秋山和慶

2009/6/26 第290回 定期演奏会 広島厚生年金会館 渡邊一正

2009/7/10 第291回 定期演奏会 広島厚生年金会館 秋山和慶
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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」
Pf：横山幸雄 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」
Sp：森麻季/ Br：福島明也
Ch：平和の夕べ特別合唱団

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

ヘンデル 歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
ヘンデル 歌劇「リナルド」から 「涙の流れるままに」
ヴェルディ 歌劇「椿姫」から 「プロバンスの海と陸」
フランク 天使の糧
プッチーニ 菊
フォーレ レクイエム 作品48
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」 から 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」から 第1楽章
ブラームス ハンガリー舞曲 第5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
ベートーヴェン トルコ行進曲

2009/8/28 呉市小学校 音楽教室
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
J. & Jos.シュトラウス ピチカート・ポルカ
プライアー 口笛吹きと犬
J.シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」作品324
ベートーヴェン トルコ行進曲
エルガー 愛のあいさつ
ロジャース ドレミの歌
エルガー 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調
シュトラウスⅠ ラデツキー行進曲
モーツァルト フリーメイスンのための葬送音楽 ハ短調 K.477（479a）
モーツァルト ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491

Pf：河村尚子 マルティヌー リディツェへの追悼
ヤナーチェック 狂詩曲「タラス・ブーリバ」
メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
ロッシーニ 6つの弦楽のソナタ 第1番 ト長調
ロッシーニ 6つの弦楽のソナタ 第2番 イ長調
ロッシーニ 6つの弦楽のソナタ 第3番 ハ長調
シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
J.シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ　作品214
モーツァルト 交響曲 第41番 から 第1楽章
バッハ G線上のアリア
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 から 「トレパーク」

グリーグ
組曲「ペール・ギュント」　第1番から
　「朝」、「山の王の宮殿で」

エルガー 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調
エルガー 愛のあいさつ
ビゼー 歌劇「カルメン」第1幕への前奏曲
メンデルスゾーン 結婚行進曲
アンダソン プリンク・プレンク・プランク
ブラームス ハンガリー舞曲　第5番
バルトーク ルーマニア民族舞曲
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から「ワルツ」
アンダソン 踊る子猫
シュトラウスⅠ ラデツキー行進曲
スウェアリンジェン 川の流れるところ
ショスタコーヴィチ 「祝典」序曲
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 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
バッハ G線上のアリア
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 から 「トレパーク」

グリーグ
組曲「ペール・ギュント」　第1番から
　「朝」、「山の王の宮殿で」

エルガー 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調
エルガー 愛のあいさつ
リスト ハンガリー狂詩曲　第2番（ミューラー・ベルグハウス版）

Ｖａ：安保恵麻 バルトーク ヴィオラ協奏曲（シェルリー版）
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

以下、2009/8/27と同じ

2009/7/19 第19回 呉定期演奏会 呉市文化ホール 飯森範親

2009/8/5 2009「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

2009/8/27 呉市小学校 音楽教室 呉市文化ホール 中井章徳

2009/9/18 広島市立井口台小学校 音楽教室 井口台小学校体育館 直井大輔

2009/9/25 第292回 定期演奏会 広島厚生年金会館 下野竜也

2009/10/1
ディスカバリーシリーズ
　ロマンティシズムの源流を訪ねて II

アステールプラザ大ホール 秋山和慶

2009/10/3 尾道中学・高校 音楽教室 尾道中学高校体育館 松浦修

2009/10/4 福山市立樹徳小学校 音楽教室
ふくやま芸術文化ホール
　リーデンローズ

関谷弘志

2009/10/6 広島県立熊野高校 音楽教室 熊野高校体育館 松浦修

2009/10/16 第293回 定期演奏会 広島厚生年金会館 秋山和慶

2ページ 22.広島交響楽団



リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 作品34
Vn：佐藤俊介 ラロ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品21 「スペイン交響曲」

プロコフィエフ 交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131 「青春」
エロルド 歌劇「ザンパ」序曲
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 交響曲　第40番　第1楽章
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」
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
エルガー 行進曲「威風堂々」作品39 第1番 ニ長調
エロルド 歌劇「ザンパ」序曲
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 交響曲　第40番　第1楽章
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」
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
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 バレエ組曲「くるみ割り人形」 から 「トレパーク」
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から 「カンカン」
プライアー 口笛吹きと犬
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「雷鳴と電光」作品324
ブラームス ハンガリー舞曲　第5番
エルガー 愛のあいさつ
ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番 から 「ファランドール」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 から 「トレパーク」
ガーデ（ゲーゼ） 序曲「オシアンの余韻」作品1

Pf：小山実稚恵 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ロッシーニ 歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲

Vn：小野明子 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲
J.シュトラウス 春の声
ブラームス ハンガリー舞曲　第5番
ドヴォルザーク スラブ舞曲　第10番
スメタナ 交響詩「モルダウ」
ドヴォルザーク スラブ舞曲　第1番
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」
プライアー 口笛吹きと犬
ドヴォルザーク ユモレスク
アンダソン プリンク・プレンク・プランク
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 から 「トレパーク」
J.シュトラウス アンネン・ポルカ
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」から 第3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」
ドヴォルザーク ユモレスク
アンダソン プリンク・プレンク・プランク
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 から 「トレパーク」
J.シュトラウス アンネン・ポルカ
ホルスト 組曲「惑星」から「木星」
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 第3楽章
井上 道義 交響詩「鏡の眼」

Vc：タチアナ・ヴァシリエヴァ ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第2番 ト短調 作品126
ハイドン 交響曲 第102番 変ロ長調
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲

Pf：小林亜矢乃 モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「ジプシーの踊り」
アンダソン プリンク・プレンク・プランク

藤野浩一編
Back to the 1991メドレー
　「少年時代」、「翼をください」、「おどるポンポコリン」、「ラブ・ストーリーは突然に」、
　「I LOVE YOU」、「それが大事」、「SAY YES」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」から 「情景」
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」

2010/2/13 マイタウンオーケストラ広響 広島市東区文化センター 船橋洋介

2010/2/7 第16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

小林研一郎

2009/11/13 第294回 定期演奏会 広島厚生年金会館 秋山和慶

2009/11/20 広島県立賀茂北高校他　音楽教室 豊栄文化センター 松浦修

2009/11/19 広島県立広島井口高校 音楽教室 はつかいち文化ホール さくらびあ 松浦修

2009/11/24 広島市立深川小学校 音楽教室 深川小学校体育館 松浦修

2009/12/17
ディスカバリーシリーズ
　ロマンティシズムの源流を訪ねて III

アステールプラザ大ホール 秋山和慶

2010/1/6 比治山学園　音楽教室 広島厚生年金会館 吉田行地

2010/1/13 福山市立緑ヶ丘小学校 音楽教室 福山市立緑ヶ丘小学校体育館 田中祐子

2010/1/14 安芸高田市小学校 音楽教室 安芸高田市民センター 田中祐子

2010/1/30 第295回 定期演奏会 広島厚生年金会館 井上道義
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ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「ジプシーの踊り」
アンダソン プリンク・プレンク・プランク

藤野浩一編
Back to the 1991メドレー
　「少年時代」、「翼をください」、「おどるポンポコリン」、「ラブ・ストーリーは突然に」、
　「I LOVE YOU」、「それが大事」、「SAY YES」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」から 「情景」
Sp：佐々川広子 ドヴォルザーク 歌劇「ルサルカ」作品114から 「月に寄せる歌」

プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」作品27
ロッシーニ 6つの弦楽のソナタ 第4番 変ロ長調
ロッシーニ 6つの弦楽のソナタ 第5番 変ホ長調
シューマン 交響曲 第2番 ハ長調 作品61
ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

Sp：アンルイース・ローグドルンド ワーグナー ヴェーゼンドンクによる5つの詩
ヒューゴ・アルヴェーン 交響曲 第3番 ホ長調 作品23

Pf：外山啓介 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ヘンデル オラトリオ「メサイア」から 「ハレルヤ」
モーツァルト モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」K.618
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

2010/3/19 マイタウンオーケストラ広響 南区民文化センター
2010/3/20 マイタウンオーケストラ広響 安佐南区民文化センター
2010/3/21 マイタウンオーケストラ広響 西区民文化センター
2010/3/26 第297回 定期演奏会 広島厚生年金会館 秋山和慶 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調
2010/3/27 マイタウンオーケストラ広響 佐伯区民文化センター
2010/3/28 マイタウンオーケストラ広響 安佐北区民文化センター
2010/3/31 マイタウンオーケストラ広響 アステールプラザ大ホール

以下、2010/2/13と同じ
以下、2010/2/13と同じ
以下、2010/2/13と同じ

以下、2010/2/13と同じ
以下、2010/2/13と同じ
以下、2010/2/13と同じ

エヴァルド・ダネル2010/3/7 第17回 島根定期演奏会 島根県芸術文化センター グラントワ

2010/2/26 第296回 定期演奏会 広島厚生年金会館 秋山和慶

2010/2/19
ディスカバリーシリーズ
　ロマンティシズムの源流を訪ねて IV

アステールプラザ大ホール 秋山和慶

2010/2/14 マイタウンオーケストラ広響 広島市安芸区文化センター 船橋洋介
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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
R.シュトラウス バレエ音楽「泡立ちクリーム」小組曲

Sp：佐々木典子 R.シュトラウス 4つの最後の歌
Hr：アプ・コスター R.シュトラウス ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11

R.シュトラウス 交響詩「マクベス」作品23
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲

Hr：アプ・コスター モーツァルト ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 K.417 
モーツァルト ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」
モーツァルト セレナード 第13番 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

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

久石譲 映画「魔女の宅急便」から 「海の見える街」
作曲者不詳 こいのぼり
アメリカ民謡 森のくまさん
J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」作品314
ハイドン 交響曲 第85番 変ロ長調 「女王」

Vn：郷古廉 ハイドン ヴァイオリン協奏曲 第1番 ハ長調
ハイドン 交響曲 第102番 変ロ長調
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 作品123
ベートーヴェン 付随音楽「アテネの廃墟」作品113から 「トルコ行進曲」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
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 手にひらを太陽に
J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」作品314

Vn：有希・マニュエラ・ヤンケ 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
チャイコフスキー 歌劇「エフゲーニ・オネーギン」から 「ポロネーズ」

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
メンデルスゾーン 序曲｢ルイ・ブラス｣ 作品95
メンデルスゾーン 交響曲 第1番 ハ短調 作品11
メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲 作品21

Sp：半田美和子、林麻耶
Ch：九響合唱団
Nr：赤星啓子

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」の音楽 作品61

ラヴェル ラ・ヴァルス
ドビュッシー バレエ音楽「遊戯」
ストラヴィンスキー 交響詩「ナイチンゲールの歌」
フロラン・シュミット バレエ音楽「サロメの悲劇」作品50
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

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

ロジャーズ
「サウンド・オブ・ミュージック」から
　「ドレミの歌」、「エーデルワイス」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 から 第1楽章
2009/9/4 佐世保市小学校 合同音楽教室

Pf：高橋多佳子/ Vn：礒絵里子
Vc：長谷部一郎

ベートーヴェン ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲 ハ長調 作品56

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ワーグナー 歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲

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

バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV.1068から 「エア」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」 第4楽章
ワーグナー 歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲

Pf：イム・ドンヒョク ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27
メンデルスゾーン 弦楽のための交響曲 第12番 ト短調

Sp：野田ヒロ子、持松朋世
Tn：望月哲也
Ch：九響合唱団

メンデルスゾーン 交響曲 第2番 変ロ長調 作品52 「賛歌」

以下、2009/9/4と同じ

九州交響楽団

2009/10/5
天神でクラシック
　メンデルスゾーン生誕200年（第2夜）

アクロス福岡シンフォニーホール 秋山和慶

2009/9/27
九響＆アジアのオーケストラ2009
　～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 広上淳一

2009/9/20 音楽教室　九州国際大学附属中高一貫部 ウェルとばた 大ホール 栗田哲海

2009/9/18 第295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

2009/9/4 佐世保市小学校 合同音楽教室 アルカスSASEBO 大ホール 末廣誠

2009/7/28 第294回 定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 大野和士

2009/7/6
天神でクラシック
　メンデルスゾーン生誕200年（第1夜）

アクロス福岡シンフォニーホール 秋山和慶

2009/6/28 第46回 北九州定期演奏会 北九州芸術劇場大ホール 矢崎彦太郎

2009/6/18 第293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

2009/6/11 音楽教室 宮竹小学校 栗田哲海

2009/5/22 第292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

2009/5/5 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

2009/4/21 続・モーツァルトをあなたに 1 福岡銀行本店大ホール 金聖響

2009/4/12 第291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
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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 作品123
アンダソン シンコペーテッド・クロック
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
ポーランド民謡 踊ろう楽しいポーレチケ
ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」

2009/10/21 第296回 定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール ラドミル・エリシュカ スメタナ 連作交響詩「わが祖国」
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

Pf：渡邊一正 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 交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
イェッセル おもちゃの兵隊の行進 作品123
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 スラブ舞曲　第1番
アメリカ民謡 森のくまさん
アメリカ民謡 線路は続くよどこまでも
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26
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 「ポロネーズとワルツ」

Vn：豊嶋泰嗣 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番
チャイコフスキー 交響曲「マンフレッド」作品58
モーツァルト 交響曲 第32番 ト長調 K.318

Pf：垣板純代 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
Sp：白川深雪 プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私の愛しいお父さん」

J.シュトラウス 歌劇「こうもり」から 「公爵様、貴方のようなお方は」
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「春の声」作品410
ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲第３番　作品72b

ベートーヴェン 合唱幻想曲 ハ短調 作品80

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 序曲「コリオラン」作品62
Sp：佐々木典子/ At：清水華澄
Tn：大槻孝志/ Br：青山貴
Ch：北九州フロイデコール

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2009/12/23 第九 福岡サンパレスホール 小泉和裕

Sp：佐々木典子/ At：清水華澄
Tn：大槻孝志/ Br：青山貴
Ch：九響合唱団、
　　　福岡県合唱連盟
　　　　福岡支部合同合唱団

以下、2009/12/22と同じ

2009/12/24 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 チク・タク・ポルカ 作品365
J.シュトラウス エジプト行進曲 作品335
ヨーゼフ・シュトラウス ワルツ「女の面目」作品277
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 ポルカ「雷鳴と電光」 作品324

Sp：佐藤しのぶ ヴェルディ
歌劇「アイーダ」から
　「凱旋行進曲」、「勝って帰れ」

ヴェルディ 歌劇「ドン・カルロ」から 「世のむなしさを知る神」
ヴェルディ 歌劇「トロヴァトーレ」から 「静かな夜だった」
ジーツィンスキ わが夢の街ウィーン
レハール ワルツ「金と銀」作品79

2010/1/10 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
メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26

Vn：竹澤恭子 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3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

Vc：石坂団十郎 プロコフィエフ チェロ協奏曲 第2番 ホ短調 作品125（交響的協奏曲）
ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調（ノヴァーク版）
メンデルスゾーン 交響曲 第5番 ニ短調 作品107 「宗教改革」

Pf：菊池洋子 メンデルスゾーン ピアノ協奏曲 第1番 ト短調 作品25
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

Sp：後藤紀子/ At：増田弥生
Tn：藤木大地/ Br：今村雅彦/
Ch：のべおか「第九」を歌う会

以下、2009/12/22と同じ

以下、2010/1/9と同じ

2010/1/9 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 現田茂夫

2009/12/22 北九州「第九の夕べ」 九州厚生年金会館 小泉和裕

2009/12/12

2010/3/4
天神でクラシック
　メンデルスゾーン生誕200年（第4夜）

アクロス福岡シンフォニーホール 秋山和慶

2010/2/8 第298回 定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール 小泉和裕

2010/1/27
天神でクラシック
　メンデルスゾーン生誕200年（第3夜）

アクロス福岡シンフォニーホール 秋山和慶

延岡「第九の夕べ」 延岡総合文化センター 山田和樹

2009/11/29 第47回 北九州定期演奏会 響ホール 寺岡清高

2009/11/20 第297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

2009/11/8 博多市民センター 親子コンサート 博多市民センター 栗田哲海

2009/10/26 続・モーツァルトをあなたに 2 福岡銀行本店大ホール 渡邊一正

2009/10/6 音楽教室（舞鶴小学校） 少年科学文化会館 栗田哲海
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スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」

ビゼー
歌劇「カルメン」から
　「ハバネラ」、「闘牛士の歌」

ディ・カプア オー・ソレ・ミオ
外山雄三 管弦楽のためのラプソディ
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
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 第1楽章
ドヴォルザーク スラブ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
ビゼー 「アルルの女」組曲 第1番 から 「カリヨン」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 第3楽章
シベリウス 交響詩「フィンランディア」作品26

2010/3/31 オーケストラの日コンサート2010 末永文化センター 堀俊輔

3ページ 23.九州交響楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」から 「春」
バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV.1043 から
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 から
チャイコフスキー 弦楽のためのセレナード から
クライスラー 愛の喜び
クライスラー 愛の哀しみ
クライスラー 美しいロスマリン
作曲者複数 日本の歌メドレー
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」
メンデルスゾーン 序曲「美しいメルジーネの物語」

Vn：漆原朝子 ベルク ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 「ザ・グレート」
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
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」
ﾘﾑｽｷｰ=ｺﾌｻｺﾌ スペイン奇想曲
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」から（アニハーノフ編纂）
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

2009/9/23
はいだしょうこ ファミリーコンサート
　オーケストラといっしょ！

八潮メセナ（八潮市民文化会館） 今村能
Vo：はいだしょうこ
　　　中西圭三

「君をのせて」、「風とパレード」、「たのしいね」、「バナナのおやこ」、
「公園にいきましょう」、「たんぽぽちゃんとつくしくん」、「あめふりくまのこ」、
「夕やけこやけ」、
オーケストラの演奏によるディズニーメドレー
　「星に願いを」、「チムチムチェリー」、「ハイホー」、「ミッキーマウスマーチ」、
　「ビビディ・バビディ・ブー」、「イッツ・ア・スモール・ワールド」
「ホール・ニュー・ワールド」、「ぼよよん行進曲」、「まんまるスマイル」
「フォーリン・ラヴ・ウィズ・ユー」、「ドリーム」、「バイバイバイ」

2009/9/26
はいだしょうこ ファミリーコンサート
　オーケストラといっしょ！

立川市市民会館 今村能
Vo：はいだしょうこ
　　　中西圭三

「君をのせて」、「風とパレード」、「たのしいね」、「バナナのおやこ」、
「公園にいきましょう」、「たんぽぽちゃんとつくしくん」、「あめふりくまのこ」、
「夕やけこやけ」、
オーケストラの演奏によるディズニーメドレー
　「星に願いを」、「チムチムチェリー」、「ハイホー」、「ミッキーマウスマーチ」、
　「ビビディ・バビディ・ブー」、「イッツ・ア・スモール・ワールド」
「ホール・ニュー・ワールド」、「ぼよよん行進曲」、「まんまるスマイル」
「フォーリン・ラヴ・ウィズ・ユー」、「ドリーム」、「バイバイバイ」

Pf：中井恒仁 ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 作品83
ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

Vo：神崎ゆう子/ 吉俣良 せいくらべ、ゆうやけこやけ、ふるさと　他

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲
Pf：加藤大樹 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

J.シュトラウス ワルツ「南国のばら」作品388
Sp：安井陽子 J.シュトラウス ワルツ「春の声」作品410

J.シュトラウス アンネンポルカ
J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から「田舎娘の役ならば」
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 ワルツ「美しく青きドナウ」作品314
レハール ワルツ「金と銀」作品79

2009/12/19 美しき日本の歌 練馬文化センター 内藤彰

2010/1/9 第66回 定期演奏会 北とぴあ 内藤彰

第65回 定期演奏会 東京芸術劇場 内藤彰

2009/9/5 第64回 定期演奏会 東京芸術劇場 アンドレイ・アニハーノフ

2009/11/13

2009/7/3 第63回 定期演奏会 東京芸術劇場 曽我大介

2009/5/28 第62回 定期演奏会 東京芸術劇場 内藤彰

2009/4/24 第61回 定期演奏会 東京芸術劇場 村中大祐

東京ニューシティ管弦楽団

2009/4/2 川畠成道ハートフルコンサート 調布市グリーンホール Vn：川畠成道

1 ページ 東京ニューシティ管弦楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」作品26

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
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｣
モーツァルト 木管五重奏曲 から アレグロ
ハイドン 弦楽四重奏曲 ニ長調 作品64-5 「ひばり」から 第1楽章
ハイドン 弦楽四重奏曲 ハ長調 作品76-3 ｢皇帝｣から 第2楽章 他
ロッシーニ 歌劇｢セリビアの理髪師｣序曲
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ｢運命｣から 第1楽章
J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」作品314
ロジャース ディズニー音楽メドレー
ヴェルディ 歌劇｢アイーダ」から 「凱旋行進曲」

ビゼー
「カルメン」組曲 から
　「前奏曲」、「闘牛士」

ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「剣の舞」
エルガー 愛のあいさつ
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」から ｢ある晴れた日に｣

チャールダーシュ

2009/11/5 第26回 定期演奏会 東京芸術劇場 三石　精一

Sp：佐々木典子/ Tn：経種廉彦
Bs：久保和範
Ch：東京ユニバーサル・
　　　フィルハーモニー混声合唱団

ハイドン オラトリオ｢四季｣

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｢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
バーンスタイン ミュージカル「ウェストサイドストーリー」から
ロジャース & ハマースタイン ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」から
ロウ ミュージカル「マイ・フェア・レディ」から
ロッシーニ 歌劇「ウイリアム・テル」序曲
アンダソン ワルツィング・キャット
Jos.シュトラウス 鍛冶屋のポルカ
ロジャース ディズニー・メドレー

ママレア（お母さんのバラード）
ハイネッケ（きこりのうた）
マメ（お母さん）

ベンジャミン ジャマイカ・ルンバ
アンデス民謡 コンドルは飛んで行く
越部信義 おもちゃのチャチャチャ
タンザニア民謡 マライカ
ロジャース ジャンボ

2010/3/27 ふれあいコンサート目黒 めぐろパーシモン 稲田　康

2010/1/10 初夢コンサート2010 大田区民ホールアプリコ 松岡　究

2009/9/26 大森駅コンサート 大森駅

臼杵市内６箇所

2009/8/20 ふれあいコンサート九州 臼杵市民会館 松岡　究

東京ユニバーサルフィルハーモニー管弦楽団

Vo：島田　歌穂

BBモフラン
ダウディ・ジョゼフ

2009/4/11 第25回 定期演奏会 東京芸術劇場 三石　精一

2009/6/25 ふれあいコンサート九州/ﾌﾟﾚｺﾝｻｰﾄ

1ページ 東京ユニバーサルフィルハーモニー管弦楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲

Pf：中尾純 ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 73 「皇帝」
ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ヘンデル／ハーティ 組曲「水の上の音楽」

Vc：遠藤真理 ハイドン チェロ協奏曲 第2番 ニ長調
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲
E.シュトラウス ポルカ「テープは切られた」作品45
J.シュトラウス ポルカ「観光列車」作品281
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」
ハイマン 映画「会議は踊る」から 「ウィーンとワイン」
J.シュトラウス ワルツ「ウィーンの森の物語」作品325
J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲”時計の歌”

レハール
喜歌劇「メリー・ウィドー」から
　「ダニロ登場の歌」、「ヴィリアの歌」、「愛の二重唱」

J.シュトラウス 喜歌劇「千夜一夜物語」から 間奏曲

カールマーン
喜歌劇「チャールダーシュの女王」から
　「ハイヤ！山こそ我が故郷」、「女がいなけりゃ」、「ヤイ、ママム」

2010/1/17 ニューイヤーコンサート2010 千葉県文化会館 大町陽一郎

ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉

Sp：嶋﨑裕美
Tn：小林彰英

2009/5/24 第85回 定期演奏会 習志野文化ホール 松尾葉子

2009/11/15 第86回 定期演奏会 千葉県文化会館 飯森範親

1ページ ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
Pf：藤井裕子 ガーシュウィン ラプソディ･イン･ブルー

Sp：山口和香 ガーシュウィン
歌劇「ポーギーとベス」から

「序奏」、「サマータイム」、「うちの人は逝ってしまった」
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1945年版)
Ｗ.Ａ.モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

Ch：静岡児童合唱団
　　青葉会スペリオル

信長貴富編曲
ヴィヴァルディが見た日本の四季

「春」花、「夏」城ケ島の雨、「秋」村祭り、「冬」ペチカ
野平一郎 ある科学者の言葉

Pf：野平一郎 モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
Cemb：戸﨑廣乃 ヴラディゲロフ ブルガリア狂詩曲「ヴァルダル」

ハイドン チェンバロ協奏曲ニ長調
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調
ブラームス ハンガリー舞曲 第4番
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

Fl：鈴木希和子 モーツァルト フルート協奏曲 第1番 ト長調 から 第1楽章
Vc：秋山工 ハイドン チェロ協奏曲 第1番 ハ長調 から 第1楽章
Fl：大城愛 イベール フルート協奏曲 第3楽章
Pf：栗田樹 シューマン ピアノ協奏曲 イ短調
Sp：小林教子
Br：初鹿野剛
Ch：三島グロリア合唱団

フォーレ レクイエム

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」作品26
Vn：沼田園子 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
Pf：梅原圭 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 「イタリア」 作品90

杉浦邦弘 編曲 ふるさと しずおか「こころのうた」

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

Ｊ.シュトラウス 喜歌劇「くるまば草」序曲
スメタナ 交響詩「モルダウ」

ハチャトゥリヤン
組曲「仮面舞踏会」から

「ワルツ」、「マズルカ」、「ギャロップ」
ベルリーニ 歌劇「ノルマ」序曲
ヘンデル 私を泣かせて下さい
ヘンデル オンブラマイフ
ドボルザーク 歌劇「ルサルカ」前奏曲
ドボルザーク 歌劇「ルサルカ」から 「月によせる歌」
ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」から 「ありがとう愛する友よ」
ロッシーニ 喜歌劇「婚約手形」序曲
プッチーニ 歌劇「トスカ」から 「歌に生き恋に生き」
ベルリーニ 歌劇「ノルマ」から 「清らかな女神よ」
プッチーニ 歌劇「ジャンニスキッキ」から 「私のお父さん」
シベリウス 交響詩「フィンランディア」
Ｌ.モーツァルト おもちゃの交響曲 から 第1楽章

Fl：小林真実 ユー ファンタジー

Vn：塩津佳菜 モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 から 第1楽章
Ｊ.シュトラウス ポルカ「狩り」
Jos.シュトラウス かじ屋のポルカ 作品269
アンダーソン プリンク･プレンク･プランク
アンダーソン サンドペーパー･バレエ
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」
三木たかし アンパンマンのマーチ

久石譲
映画「となりのトトロ」から

「さんぽ」、「となりのトトロ」
久石譲 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」

久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」

Sp：中丸三千繪

2010/3/14 静岡市清水文化センター大ホール 堤俊作

2010/1/8
グランシップ ニューイヤーコンサート
　（共催公演）

グランシップ中ホール 堤俊作

2009/12/27
第43回 定期演奏会
　県民参加による歓喜の歌第九コンサート

静岡市民文化会館中ホール 堤俊作

2009/11/3 郷土の名手スペシャルコンサート 三島市民文化会館大ホール 堤俊作

2009/8/30 第2回 せせらぎ音楽會 三島市民文化会館大ホール 堤俊作

野平一郎

2009/5/30 第42回 定期演奏会 音楽の翼～東欧の風～ 静岡市民文化会館中ホール
ステファン･
　ネディヤルコフ

2009/5/5

共演：静響ジュニア・オーケストラ塾

共演：静響ジュニア・オーケストラ塾

Sp：関森温子
MS：佐野糸代琴
Tn：持木弘
Br：長谷川寛
Ch：県民参加による特別第九合唱団
　　静岡児童合唱団
　　青葉会スペリオル

静岡交響楽団

2009/4/5 郷土のための 郷土の人による 気軽なクラシック 沼津市民文化センター大ホール 堤 俊作

こどもたちへのおくりもの
　～小・中学生のためのこどもの日コンサート～
　（共催公演）

グランシップ中ホール

1ページ 静岡交響楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
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
ハイドン 交響曲 第45番 嬰ヘ短調 「告別」
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲

Vn：植村太郎 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」
ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」
チャイコフスキー 交響曲第1番「冬の日の幻想」
フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲
J.シュトラウス 「常動曲」
J.シュトラウス ポルカ「観光列車」作品281
J.シュトラウス チック・タック・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 皇帝円舞曲
ブラームス 交響曲 第2番 作品73 ニ長調
ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 作品95 「セリオーソ」（弦楽合奏版）
シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」
プロコフィエフ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」から「騎士の踊り」
古関裕而 スポーツショー行進曲

「トランペット吹きの子守唄」風
リンケ ベルリンの風
ドリーブ バレエ 「コッペリア」から 抜粋

中部フィルハーモニー交響楽団

Ch：ヨハン・シュトラウス合唱団

2009/4/26 スプリングコンサート 小牧市東部市民センター 川瀬賢太郎

2009/10/24 第2回 松阪定期演奏会 松阪市民文化会館 村中大祐

2009/12/23 第18回 定期演奏会 小牧市市民会館 山下一史

2010/1/24 第2回 犬山定期演奏会 犬山市民文化会館 秋山和慶

2010/3/20 第2回 名古屋定期演奏会 三井住友海上しらかわホール 寺岡清高

共演：後藤田恭子バレエスタジオ2010/3/28 春休み“ワクワク”ファミリーコンサート 小牧市市民会館 福田一雄

1ページ 中部フィルハーモニー交響楽団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名
コンコルド 劇音楽「空騒ぎ」

Tb：新田幹男 ロータ トロンボーン協奏曲
クロル カプリチオカメラ 作品35
レスピーギ ボッティチェルリの3枚の絵
ガーシュウィン パリのアメリカ人
ドビュッシー 亜麻色の髪の乙女
モンティ チャールダーシュ
スコットランド民謡 スコットランドのつり鐘草
シューベルト アヴェマリア
J.シュトラウス ポルカ「狩」
久石譲 トトロメドレー

2009/5/5
京フィルとあそぼう！
　はじめてのクラシックコンサート　２回目

ネリベル 金管三重奏曲
ヴィラ・ロボス オーボエとファゴットのための二重奏曲
カントルーブ オーヴェルニュの歌 第1集 - バイレロ
ドヴォルザーク ピアノ三重奏曲 第4番 ホ短調 作品90 「ドゥムキー」
ボラン チェロとジャズピアノトリオのための組曲より
ヒンデミット 小室内音楽 作品24-2,
プレヴィン オーボエ、バスーン、ピアノのための三重奏曲
ボーデン トランペットとトロンボーンのための15の対話から
ブリテン シンプルシンフォニー 作品4

Cl：松田学 コープランド クラリネット協奏曲
ストラヴィンスキー 協奏的舞曲
ディーリアス 小管弦楽のための2つの小品 「春をつげるカッコー」、「川面の夏の夜」
ウーバー フルートとトロンボーンのための3つのカンツォネッタ
グリンカ 七重奏曲 変ホ長調
池辺晋一郎 ストラータ 4
ディストラー トリオ・コンツェルタント 第1番
マルティヌー 四重奏曲
中村八大 遠くへ行きたい
早川正昭 「バロック風日本の四季」から「秋」
多忠亮 宵待草
滝廉太郎 荒城の月
山田耕筰 赤とんぼ
文部省唱歌 われは海の子
成田為三 浜辺の歌
團伊玖磨 花の街
村井邦彦 翼をください
山田耕筰 からたちの花
草川信 ゆりかごの歌
中山晋平 雨降り
海沼實 里の秋
コレット 「コミックな協奏曲」から「未開人とフュルステンペルクの婦人」
ヴェックマン コルネッティーノ、ヴァイオリン、トロンボーン、バスーンと通奏低音のためのソナタ
ヴィヴァルディ リコーダー、オーボエ、ヴァイオリンとバスーンのための協奏曲 ト短調 RV107
パーセル 歌劇「アーサー王」から「こよなく美しい島」
ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第3番 ニ長調 作品18-3

Fl：竹林秀憲/ Vn：釋伸司/
Vc：上田康雄/ Hr：御堂友美
Tb：村井博之

バッハ 「音楽の捧げもの」から「６声のリチェルカーレ」

M.ハイドン セレナード ニ長調
Sp：島崎政子/ Tn：西垣俊郎
文楽人形：吉田文司（徳兵衛）、
　吉田勘弥（お初）、吉田玉佳、
　桐竹紋臣、吉田文哉、
　桐竹紋秀、吉田玉勢

丸山和範 曾根崎心中

室内楽コンサート Vol.24
　バロック・古典派の室内楽

京都文化博物館別館ホール

2009/8/5
室内楽コンサート Vol.23
　珍しい編成の室内楽

京都文化博物館別館ホール

Vo：白鳥英美子、白鳥マイカ
Gt：梅垣達志
Ch：ひまわり児童合唱団
　　市民公募合唱団

2009/10/25
第166回定期公演
　洋の東西、珠玉の名作

京都コンサートホール
　アンサンブルホールムラタ

2009/9/20 特別公演～日本の歌特集 京都コンサートホール 井村誠貴

2009/10/2

2009/7/11
第165回定期公演
　近代音楽の名曲

京都コンサートホール
　アンサンブルホールムラタ

大山平一郎

京都フィルハーモニー室内合奏団

Sp：しまざきまさこ

以下、2009/5/5 １回目と同じ

2009/6/12
室内楽コンサート Vol.22
　20世紀の室内楽

京都文化博物館別館ホール

2009/4/26
第164回定期公演
　銀幕を飾った作曲家の名曲

京都コンサートホール
　アンサンブルホールムラタ

2009/5/5
京フィルとあそぼう！
　はじめてのクラシックコンサート　１回目

京都コンサートホール
　アンサンブルホールムラタ

2009/5/15
室内楽コンサート Vol.21
　民族色豊かな室内楽

京都文化博物館別館ホール

1ページ 京都フィルハーモニー室内合奏団



アルベニス スペイン組曲 作品.47 から「グラナダ」、「セヴィリア」ほか
ブリテン 岩に刺さった剣
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」から「秋」
チャイコフスキー 秋の歌
ヴィターリ シャコンヌ
カントルーブ 「オーベルニュの歌」から
マスネ タイスの瞑想曲
クライスラー 愛の喜び
モンティ チャールダーシュ

クリスマスメドレー
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」から「冬」

荒野の果てに
シューマン トロイメライ

ディズニーメドレー
ドビュッシー 小さな黒人
チャイコフスキー ノエル
プロコフィエフ キージェ中尉
アンダソン そりすべり
山本直純 コブタヌキツネコ
小林亜星 あわてんぼうのサンタクロース

2009/12/20
第167回定期公演
　京フィルの第九

京都コンサートホール 佐藤俊太郎

Sp：尾崎比佐子/ At：福原寿美枝
Tn：松本薫平/ Br：田中勉
Ch：公募合唱団
　　京都混声合唱団、
　　びわこアーベントロート合唱団
　　コーロ・ボーチェ

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

Vn：釋伸司
Fl：有田正広、竹林秀憲

テレマン ターフェルムジーク第一部・序曲（組曲）ホ短調

C.E.バッハ シンフォニア ニ長調 Wq.183/1,H.663
モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
クルークハルト 木管五重奏曲 作品79
ラフマニノフ ヴォカリーズ
エワイゼン エリザベス朝歌曲集
チャイコフスキー 弦楽四重奏曲 第1番 ニ長調 作品11
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

Pf：野平一郎 プーランク オーバード
ヴァーレーズ オクタンドル
イベール 交響組曲「パリ」
ミヨー 世界の創造

2010/3/14
第169回定期公演
　エスプリ！esprit！

京都コンサートホール
　アンサンブルホールムラタ

野平一郎

2010/2/9
室内楽コンサート Vol.25
　ロマンチックな室内楽

京都文化博物館別館ホール

Sp：しまざきまさこ

2009/11/15 特別公演～ビューティフル サウンド 京都コンサートホール 籾山 和明

2009/12/6
特別公演～京フィルのクリスマス
　はじめてのクラシックコンサート 京都市呉竹文化センター

Vn：千住真理子

2010/1/17
第168回定期公演
　古典派への道程 Vol.11

京都コンサートホール
　アンサンブルホールムラタ

有田正広

2ページ 京都フィルハーモニー室内合奏団



公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

モーツァルト クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581

ウェーバー クラリネット五重奏曲 変ロ長調 作品34

Pf：木村直美、西本由香、
　　横田知子

モーツァルト 3台のピアノのための協奏曲 ヘ長調 K.242

Pf：岸本雅美 モーツァルト ピアノ協奏曲 第14番 変ホ長調 K.449
Pf：岡原慎也 モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595

2009/7/10 第43回 オペラ公演　モーツァルト：イドメネオ ザ･カレッジ･オペラハウス 児玉宏

イドメネオ：小餅谷哲男/
イダマンテ：並河寿美/
イーリア：石橋栄実/
エレットラ：草野浩子/
アルバーチェ：清原邦仁/
大司祭：柏原保典/
声：周江平
Cｈ：ザ・カレッジ・オペラハウス
　　　合唱団

モーツァルト 歌劇「イドメネオ」

2009/7/12 第43回 オペラ公演　モーツァルト：イドメネオ

2009/11/6
第44回 オペラ公演
　オネゲル：火刑台上のジャンヌ・ダルク

ザ･カレッジ･オペラハウス チャン・ユンスン

ジャンヌ・ダルク：石橋栄実
修道士ドミニク：川下登
聖処女：中西麻貴
マルグリート：田邉織恵
カトリーヌ：荒田祐子
オンド･マルトノ：久保智美
Cｈ：ザ・カレッジ・オペラハウス
　　　合唱団

オネゲル 火刑台上のジャンヌ・ダルク

2009/11/8
第44回 オペラ公演
　オネゲル：火刑台上のジャンヌ・ダルク

2010/3/7
第44回 定期演奏会
　第13回 コンサートオペラ　蝶々夫人

ザ･カレッジ･オペラハウス チャン・ユンスン

蝶々夫人：並河寿美
スズキ：田中友輝子
ピンカートン：小餅谷哲男
シャープレス：田中勉
ゴロー：清原邦仁
ヤマドリ & ボンゾ：澤井宏仁
神官：西田昭広
ケート：内藤里美
Cｈ：ザ・カレッジ・オペラハウス
　　　合唱団

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」

以下、2009/7/10と同じ

以下、2009/11/6と同じ

2009/6/11
モーツァルト：ピアノ協奏曲
　全曲演奏会 Vol.Ⅸ

ザ･カレッジ･オペラハウス 小田野宏之

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団

2009/4/18 鈴木秀美と仲間たちによる珠玉の室内楽 ザ･カレッジ･オペラハウス

Cl：ロレンツォ・コッポラ
Vn：若松夏美、
　　　グ-ヤ･マルティ二ーニ
Va：成田寛/ Vc：鈴木秀美

1ページ ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団



 

　DVD
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
マタチッチ 1984/
ブルックナー
《交響曲第８番》ほか

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
ＮＨＫ
エンタープライズ

NSDS-
13652 2009年10月23日 ¥4,935ブラームス 交響曲 第１番 ハ短調 作品68

ベートーヴェン 交響曲 第７番 イ長調 作品92

ＮＨＫ交響楽団
マタチッチ 1984/
ベートーヴェン

《交響曲第７番》ほか

ロヴロ・フォン・
マタチッチ

ベートーヴェン 交響曲 第２番 ニ長調 作品36
ＮＨＫ
エンタープライズ

NSDS-
13653 2009年10月23日 ¥4,935ブラームス 交響曲 第１番 ハ短調 作品68

ベートーヴェン 交響曲 第７番 イ長調 作品92

ＮＨＫ交響楽団 マルケヴィチ/ 
ＮＨＫ交響楽団 1983 イーゴリ・マルケヴィチ

チャイコフスキー 交響曲 第６番 ロ短調 作品74 「悲愴」
ＮＨＫ
エンタープライズ

NSDS-
13654 2010年2月26日 ¥4,935ムソルグスキー/

ラヴェル編 組曲「展覧会の絵」

ＮＨＫ交響楽団 山田一雄/ＮＨＫ交響楽団 山田一雄

マーラー 交響曲 第５番 嬰ハ短調

ＮＨＫ
エンタープライズ

NSDX-
13655 2010年2月26日 ¥9,870

黛 敏郎 曼荼羅交響曲

モーツァルト
交響曲 第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」
交響曲 第14番 イ長調 K.114
交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

特典映像 「喝采！ 指揮棒ひとすじ　山田一雄　指揮者生
活50年」（1990年12月24日放送）

新日本フィルハーモニー
交響楽団

朝比奈隆/ベートーヴェン
《交響曲全集》
（映像：実相寺昭雄）

朝比奈隆 ベートーヴェン

交響曲 第１番 ハ長調 作品21

東武
レコーディングズ

TBRDVD-
1001 2009年5月29日 ¥8,400

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
交響曲 第９番 ニ短調 作品125 「合唱付き」

大阪フィルハーモニー
交響楽団

朝比奈隆/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 東武ランドシステム TBRDVD-

1002 2009年12月26日 ¥4,200

　CD
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

札幌交響楽団
尾高忠明/
グリーグ & シベリウス：
北欧音楽の新伝説

尾高忠明

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

フォンテック FOCD-
9434 2009年6月20日 ¥2,500

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

シベリウス
悲しいワルツ 作品44
トゥオネラの白鳥 作品22-2
組曲「カレリア」 作品11

札幌交響楽団 ベートーヴェン
《交響曲全集》

山田一雄

ベートーヴェン

交響曲 第３番 変ホ長調 作品55 「英雄」

コロムビア/
タワーレコード

TWCO-
1001 2009年7月17日 ¥5,800

矢崎彦太郎 交響曲 第１番 ハ長調 作品21

山田一雄

交響曲 第２番 ニ長調 作品36
交響曲 第４番 変ロ長調 作品36
交響曲 第５番 ハ短調 作品67
交響曲 第７番 イ長調 作品92
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

Sp：大島洋子/MS：西明美/Tn：大
野徹也/Br：木村俊光/Ch：札幌ア
カデミー合唱団、札幌放送合唱団

交響曲 第９番 ニ短調 作品125 「合唱付」

札幌交響楽団 エリシュカ/ ドヴォルザーク
《交響曲第７番》他 ラドミル・エリシュカ

ドヴォルザーク 交響曲 第７番 ニ短調 作品70
Pastier DQC-288 2009年9月30日 ¥2,500

ヤナーチェク 組曲「利口な女狐の物語」

札幌交響楽団 高関健/オルフ
《カルミナ・ブラーナ》 高関健

Sp：針生美智子/ Tn：高橋淳/ Br：堀
内康雄/ Ch：札幌合唱団、札幌アカデ
ミー合唱団、ＨＢＣ少年少女合唱団

オルフ カルミナ・ブラーナ ALM Records ALCD-
8033 2010年3月7日 ¥2,940

札幌交響楽団 エリシュカ/スメタナ《わが祖国》 ラドミル・エリシュカ スメタナ 連作交響詩「わが祖国」 Pastier DQC-425 2010年3月24日 ¥2,800
仙台フィルハーモニー
管弦楽団

ヴェロ/ 
ベルリオーズ & フランク パスカル・ヴェロ

ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21
フォンテック FOCD-

9435 2009年7月20日 ¥2,500
フランク 交響曲 ニ短調

ＮＨＫ交響楽団 小山清茂 作品集 山田一雄 小山清茂

吹奏楽のための「太神楽」

ビクター
エンタテインメント

VZCC-
1020 2009年9月16日 ¥2,000

吹奏楽のための「もぐら追い」
吹奏楽のための「おてもやん」
吹奏楽のための「越後獅子」
吹奏楽のための「木挽歌」

EH：似鳥健彦 イングリッシュ・ホルンと吹奏楽のための音楽～「田植唄」

ＮＨＫ交響楽団 河野克典
新・歌物語マーラーの世界 沼尻竜典 Br：河野克典 マーラー

「こどもの不思議な角笛」から 「死んだ鼓手」、
「ラインの伝説」、「高い知性への賛歌」

Exton OVCL-
00399 2009年9月18日 ¥3,000「さすらう若者の歌」

交響曲「大地の歌」から 「別れ」
「最後の７つの歌」から 「わたしはこの世に忘れられ」

ＮＨＫ交響楽団 ドラゴンクエストⅢ すぎやまこういち すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅢ」 そして伝説へ… SUGI KICC-6322 2009年10月7日 ¥2,200
ＮＨＫ交響楽団 ドラゴンクエストⅣ すぎやまこういち すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅣ」 導かれし者たち SUGI KICC-6323 2009年10月7日 ¥2,200
ＮＨＫ交響楽団 ドラゴンクエストⅤ すぎやまこういち すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」 天空の花嫁 SUGI KICC-6324 2009年10月7日 ¥2,200

ＮＨＫ交響楽団 サヴァリッシュ/ブラームス
《交響曲 第１番》ほか

ウォルグガング・
サヴァリッシュ

R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 作品24
ソニーミュージック SICC-1207 2009年11月4日 ¥1,250

ブラームス 交響曲 第１番 ハ短調 作品68

ＮＨＫ交響楽団 「坂の上の雲」
オリジナル・サウンドトラック 外山雄三 Vo：サラ・ブライトマン 久石譲

Stand Alone/時代の風/旅立ち/ふるさと～松山～/
青春/蹉跌/Stand Alone (Vocalise)/最後のサ
ムライ/Human Love/激動/戦争の悲劇/Stand 
Alone for Orchestra

EMI TOCT-
26910 2009年11月18日 ¥2,800

ＮＨＫ交響楽団 サンティ/チャイコフスキー
《交響曲 第４番》ほか ネルロ・サンティ

チャイコフスキー 交響曲 第４番 ヘ短調 作品36
マイスター・
ミュージック MM-2052 2009年11月25日 ¥3,060

マスカーニ 歌劇「仮面」序曲
レオンカヴァレロ 歌劇「道化師」間奏曲
プッチーニ 歌劇「ヴィッリ」間奏曲「妖精の踊り」

ＮＨＫ交響楽団 マタチッチ/ワーグナー
《管弦楽曲集》

ロヴロ・フォン・
マタチッチ ワーグナー

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」から
第１幕への前奏曲

Denon COCO-
73011 2009年12月23日 ¥1,050

歌劇「ローエングリン」から 第１幕への前奏曲
歌劇「ローエングリン」から 第３幕への前奏曲
歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
歌劇「タンホイザー」序曲
ジークフリート牧歌

NHK交響楽団 イタリア歌劇団公演
歌劇「オテロ」 アルベルト・エレーデ

オテロ：マリオ・デル・モナコ/ デス
デモーナ：ガブリエラ・トゥッチ/
ヤーゴ：ティト・ゴッビ/ カッシオ：マ
リアーノ・カルーソー

ヴェルディ 歌劇「オテロ」 Andromeda ANDRCD-
5143 2010年1月6日 ¥2,195 輸入

版

ＮＨＫ交響楽団 イタリア歌劇団公演
歌劇「カルメン」 ニーノ・ヴェルキ

カルメン：ジュリエッタ・シミオナー
ト/ ドン・ホセ：マリオ・デル・モナ
コ/ミカエラ：ガブリエラ・トゥッチ/ 
エスカミーリョ：シピオ・コロンボ

ビゼー 歌劇「カルメン」 Andromeda ANDRCD-
9047 2010年1月6日 ¥2,195 輸入

版

ＮＨＫ交響楽団 アシュケナージ/ チャイコ
フスキー《交響曲 第５番》

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５番 ホ短調 作品64 Exton OVCL-

00391 2010年2月17日 ¥3,000

ＮＨＫ交響楽団 スウィトナー/ リヒャルト・シュ
トラウス《英雄の生涯》

オトマール・
スウィトナー Vn：徳永二男 R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 作品40 ソニーミュージック SICC-1349 2010年3月24日 ¥1,680

新日本フィル
ハーモニー交響楽団

村治佳織
《アランフェス協奏曲》 山下一史 Gt：村治佳織

ロドリーゴ アランフエスの協奏曲

ビクター
エンタテインメント

VICC-
75001 2009年4月22日 ¥180,000 ガラス

盤

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

加盟オーケストラ・ディスコグラフィー （2009年4月1日〜2010年3月31日に発売されたもの）



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
新日本フィルハーモニー
交響楽団

これが話題の
クラシックだ！

金聖響
R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 から 導入部

Avex Classics AVCL-
25486 2009年12月16日 ¥1,890

エルガー 行進曲「威風堂々」 第１番
Pf：及川浩治 ショパン 英雄ポロネーズ/ 別れの曲
Pf：岡田将 ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲

ＮＨＫ交響楽団 佐渡裕 ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

Pf：辻井伸行
ショパン こもり歌

佐渡裕 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第２番 ハ短調 作品 から 第３楽章
スロヴァーク放送交響楽団 オンドレイ・レナールト ヤナーチェク シンフォニエッタ から 第１楽章
シエナ･ウインド･オーケストラ 金聖響 ウィリアムズ Yes We Can!～サモン・ザ・ヒーロー

Pf：及川浩治 ラフマニノフ 鐘
サンクトペテルブルク
交響楽団

アンドレイ・
アニハーノフ ハチャトゥリアン 組曲「仮面舞踏会」 から ワルツ

ロイヤル・リヴァプール・
フィルハーモニー管弦楽団 カール・デイヴィス ノーマン ジェームズ・ボンドのテーマ

リチャード・ヘイマン
交響楽団 リチャード・ヘイマン チャップリン ライムライト から エターナリー

デイヴィッド・ローズ・
オーケストラ デイヴィッド・ローズ ロータ 映画「道」から「ジェルソミーナ」

シエナ･ウインド･オーケストラ 佐渡裕 バーンスタイン 「キャンディード」序曲
サンクトペテルブルク
交響楽団

アレクサンドル・
ドミトリエフ 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」

NHK交響楽団メンバー 岩城宏之 ベートーヴェン 交響曲 第７番 イ長調 作品○ から 第１楽章
ロイヤル・フィル
ハーモニー管弦楽団

エイドリアン・
リーバー

ラヴェル ボレロ
チャイコフスキー 序曲 「1812年」

東京交響楽団 秋山和慶/三善晃
《交響四部作》
東京交響楽団・
大阪フィルハーモニー
交響楽団競演

秋山和慶 三善晃

「夏の散乱」～現よ、明るい私の塋よ～

日本伝統文化
振興財団 

VZCC-
1021 2009年4月22日 ¥3,990

Vc：堤剛 「谺つり星」（チェロ協奏曲第２番）
「霧の果実」
「焉歌・波摘み」

大阪フィルハーモニー
交響楽団

「夏の散乱」～現よ、明るい私の塋よ～
Vc：堤剛 「谺つり星」（チェロ協奏曲第２番）

「霧の果実」
「焉歌・波摘み」

東京交響楽団

交響組曲
《ドラゴンクエスト》
ライヴ･ベスト
～音楽の宝箱～

すぎやまこういち すぎやまこういち

序曲のマーチ竜王/ 遥かなる旅路/広野を行く/
果てしなき世界/この道わが旅/王宮のロンド/冒
険の旅/おおぞらをとぶ/戦闘のテーマ/アレフガル
ドにて/勇者の挑戦/そして伝説へ/勇者の仲間
たち/導かれし者たち/空飛ぶ絨毯/大海原へ/哀
愁物語/戦火を交えて/不死身の敵に挑む/高貴
なるレクイエム/聖/大魔王/天空城/結婚ワルツ

SUGI KICC-6327 2009年10月7日 ¥2,200

東京交響楽団 スダーン/ブルックナー
《交響曲第７番》 ユベール・スダーン ブルックナー 交響曲 第７番 ホ長調 Fine Nf *classic* NF-21202 2009年10月13日 ¥3,000

東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団

飯守泰次郎/マーラー
《交響曲第９番》 飯守泰次郎 マーラー 交響曲 第９番 ニ長調 フォンテック FOCD-

9449 2009年10月21日 ¥3,150

東京都交響楽団 小松一彦/貴志康一 没後
50周年記念コンサート 小松一彦

Sp：豊田喜代美
貴志康一

７つの日本歌曲 から 「天の原」、「かもめ」、「赤い
かんざし」、「かごかき」 ビクター

エンタテインメント
VICC-
60703 2009年5月20日 ¥2,000

交響曲「仏陀」

東京都交響楽団 小松一彦/貴志康一 生誕
80周年記念コンサート 小松一彦

Vn：数住岸子
貴志康一

ヴァイオリン協奏曲 ビクター
エンタテインメント

VICC-
60704 2009年5月20日 ¥2,000

交響組曲「日本スケッチ」

東京都交響楽団 「君だけに愛を」すぎやま
こういちヒット曲集 すぎやまこういち すぎやまこういち

君だけに愛を/落葉の物語/モナリザの微笑/ 花
の首飾り/シーサイド・バウンド/ローマの雨/ 恋の
フーガ/青い麦/ 亜麻色の髪の乙女/遠い渚/涙
のギター/タンポポ舞う頃/コスモスに君と/学生街
の喫茶店/ 時よゆるやかに/私は泣かない

キングレコード KICC-6330 2009年8月5日 ¥3,000

バイエルン放送交響楽団 「尹伊桑（ユン・イサン）の
芸術」シリーズ Vol.2

ゲオルク・シュメェ
ユン・イサン

交響曲 第２番 カメラータ・
トウキョウ

CMCD-
50025 2009年11月14日 ¥1,575

東京都交響楽団 岩城宏之 交響曲 第４番 「暗黒の中で歌う」

東京都交響楽団 岩城宏之/
松村禎三作品選集１ 岩城宏之 松村禎三

管弦楽のための前奏曲
カメラータ・
トウキョウ

CMCD-
50013 2009年11月25日 ¥1,575Pf：野島稔 ピアノ協奏曲 第２番

交響曲

東京都交響楽団 小泉和裕/
野田暉行作品集 小泉和裕 野田暉行

交響曲 第１番 作品８
カメラータ・
トウキョウ

CMCD-
50016 2009年11月25日 ¥1,575管弦楽のための「カーナバル」

交響壁画 ～祝典幻想曲～

東京都交響楽団 若杉弘/ワーグナー
《交響曲》 若杉弘 ワーグナー

交響曲 ホ長調 WWW.35
Denon COCO-

73006 2009年12月23日 ¥1,050
交響曲 ハ長調 WWW.29

東京都交響楽団 渡邉暁雄/シベリウス
《交響曲第１番/第２番》 渡邉暁雄 シベリウス

交響曲 第１番 ホ短調 作品39
Tokyo Fm TFMC-

0010 2010年2月20日 ¥3,035
交響曲 第２番 ニ長調 作品43

東京都交響楽団 渡邉暁雄/シベリウス
《交響曲第５番》ほか 渡邉暁雄

シベリウス
交響曲 第５番 変ホ長調 作品82

Tokyo Fm TFMC-
0012 2010年2月20日 ¥3,035EH：バート・ギャスマン 交響詩「４つの伝説」から 「トゥオネラの白鳥」

Vn：藤川真弓 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第１番 ト短調 作品26

東京都交響楽団 ケーゲル/マーラー
《交響曲第７番》

ヘルベルト・
ケーゲル マーラー 交響曲 第７番 ホ短調 「夜の歌」 Tobu Recordings TBRCD-

0003 2010年3月31日 ¥2,200

東京フィルハーモニー
 交響楽団

NHK名曲アルバム
ベスト

大町陽一郎 パッヘルベル カノン

キングレコード KICW-
5129 2009年7月8日 ¥2,000

東京交響楽団 秋山和慶 アルビノーニ アダージョ
ＮＨＫ交響楽団 小松一彦 ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
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

東京フィルハーモニー
交響楽団 大友直人 ヘンデル ラルゴ

ＮＨＫ交響楽団 外山雄三 マスカーニ 歌劇 「カヴァレリア・ルスティカーナ」 から 間奏曲
新日本フィルハーモニー
交響楽団 沼尻竜典 フォーレ シチリアーナ

東京フィルハーモニー
交響楽団

大町陽一郎 J.シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」
小林研一郎 バッハ G線上のアリア

ＮＨＫ交響楽団
小松一彦 ホルスト 組曲「惑星」 から 木星
外山雄三 スメタナ 交響詩「モルダウ」

不明
三石精一 チャイコフスキー アンダンテ・カンタービレ
森正 ローザス 波を越えて

ＮＨＫ交響楽団
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
外山雄三 モーツァルト 交響曲 第40番 から 第１楽章

日本フィルハーモニー
交響楽団 交響曲ヤマト２００９ 大友直人 羽田健太郎 交響曲ヤマト2009 EMI TOCT-

26919 2009年12月9日 ¥3,000

神奈川フィルハーモニー
管弦楽団

交響組曲 「ドラゴンクエスト
IV」導かれし者たちコンサー
ト･ライブ in ２００２

すぎやまこういち すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIV」
導かれし者たち SUGI KICC-6325 2009年10月7日 ¥2,800

オーケストラ・
アンサンブル金沢

井上道義/
ベートーヴェン

《交響曲第４番》他
井上道義

ベートーヴェン 交響曲 第４番 変ロ長調 作品60
ワーナー・ミュージック・
ジャパン

WPCS-
12291 2009年4月22日 ¥1,500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」
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

オーケストラ・
アンサンブル金沢

井上道義/ベートーヴェン
《交響曲第１番》他 井上道義

ベートーヴェン 交響曲 第１番 ハ長調 作品21 ワーナー・ミュージック・
ジャパン

WPCS-
12292 2009年5月27日 ¥1,500

Pf：木村かをり/Na：薮内俊弥 三枝成彰 ピアノ協奏曲 「イカの哲学」
オーケストラ・
アンサンブル金沢

キタエンコ/リムスキー・コル
サコフ《管弦楽曲集》

ドミートリ・
キタエンコ

リムスキー・
コルサコフ

交響組曲「シェエラザード」 作品35 ワーナー・ミュージック・
ジャパン

WPCS-
12293 2009年6月24日 ¥1,500

スペイン奇想曲 作品34

オーケストラ・
アンサンブル金沢

岩城宏之/ 武満徹
《地平線のドーリア》、他 岩城宏之

武満徹 地平線のドーリア
ワーナー・ミュージック・
ジャパン

WPCS-
12294 2009年7月22日 ¥1,500

Pf：木村かをり メシアン 異国の鳥たち
一柳慧 インタースペース

三絃：高田和子 高橋悠治 鳥も使いか～三絃弾き語りを含む合奏

オーケストラ・
アンサンブル金沢

サン・サーンス
《ヴァイオリン協奏曲》 
Vn：吉本奈津子、他

ジャン・ピエール・ヴァ
レーズ

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
ワーナー・ミュージック・
ジャパン

WPCS-
12295 2009年8月26日 ¥1,500デュパルク 夜想詩曲「鳥たちよ」

グノー 交響曲 第２番 変ホ長調



オーケストラ・
アンサンブル金沢

金聖響/ ブラームス
《交響曲第４番》 金聖響 ブラームス 交響曲 第４番 ホ短調 作品98 Avex Classics AVCL-25460 2009年9月30日 ¥2,100

オーケストラ・
アンサンブル金沢

金聖響/
ブラームス《交響曲全集》 金聖響 ブラームス

交響曲 第１番 ハ短調 作品68

Avex Classics AVCL-
25461 2009年9月30日 ¥6,300

交響曲 第２番 ニ長調 作品43
交響曲 第３番 ヘ長調 作品90
交響曲 第４番 ホ短調 作品98

オーケストラ・
アンサンブル金沢

トランペット協奏曲集
Tp：ルベン・シメオ ケン・シェ Tp：ルベン・シメオ

ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調 Hob.7e-1

Avex Classics AVCL-
25362 2010年3月17日 ¥3,000

フンメル トランペット協奏曲 ホ長調 WoO.1 S.49
タルティーニ トランペット協奏曲 ニ長調
テレマン トランペット協奏曲 ニ長調

大阪シンフォニカー
交響楽団

児玉宏/ アッテルベリ《交響
曲第６番「ドル交響曲」》、他 児玉宏

アッテルベリ 交響曲 第６番 ハ長調 「ドル交響曲」 作品31
キングレコード KICC-792 2009年7月23日 ¥2,000

エルガー セレナード ホ短調 作品20
大阪センチュリー
交響楽団

西村朗 《オーケストラのた
めの 「蘇莫者」》、他 沼尻竜典

西村朗 オーケストラのための「蘇莫者」 カメラータ・
トウキョウ

CMCD-
28199 2009年12月20日 ¥2,940

エルガー セレナード ホ短調 作品20
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》
～朝比奈ライヴ・イン名古屋 朝比奈隆 ブルックナー 交響曲 第８番 ハ短調 エクストン OVCL-

00389 2009年7月23日 ¥3,000

大阪フィルハーモニー
交響楽団

朝比奈隆/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 TOKYO FM TFMC-

0005 2010年2月20日 ¥3,035

広島交響楽団 秋山和慶/ラフマニノフ
《交響曲第２番》 秋山和慶 ラフマニノフ 交響曲 第２番 ホ短調 作品27 フォンテック FOCD-

9451 2009年11月21日 ¥2,200

　ＳＡＣＤ、ＨＱＣＤ、ＸＲＣＤ等
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 （英数字は半角） レーベル カタログ番号 発売日 定価 備考

札幌交響楽団 尾高忠明/ グリーグ
《ペールギュント》組曲、他 尾高忠明

シベリウス 交響詩 「フィンランディア」 作品26

フォンテック FOCD-
9434 2009年6月20日 ¥2,500 SACD

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲 第１番、第２番

シベリウス
「クレオマ」 作品44 から 「悲しいワルツ」
交響詩「４つの伝説」作品22から 「トゥオネラの白鳥」
組曲 「カレリア」 作品11

山形交響楽団 飯森範親/ブルックナー
《交響曲第５番》 飯森範親 ブルックナー 交響曲 第５番 変ロ短調 （原典版） Exton OVCX-

00048 2009年5月20日 ¥3,000 SACD

山形交響楽団 飯森範親/ブルックナー
《交響曲第３番》 飯森範親 ブルックナー 交響曲 第３番 ニ短調 （初稿） Exton OVCX-

00054 2010年1月21日 ¥3,000 SACD

ＮＨＫ交響楽団 アシュケナージ/チャイコフ
スキー《交響曲 第５番》

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5番 ホ短調 作品64 Exton OVCL-

00391 2010年2月17日 ¥3,000 SACD

東京交響楽団 秋山和慶/ブラームス
《交響曲第１番》他 秋山和慶

ブラームス 交響曲 第１番 ハ短調 作品68
Exton OVCL-

00382 2009年6月17日 ¥3,000 SACD
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

東京交響楽団 スダーン/ブルックナー
《交響曲第７番》 ユベール・スダーン ブルックナー 交響曲 第７番 ホ長調 Fine Nf *classic* NF-61202 2009年10月13日 ¥3,999 SACD

東京交響楽団 グラハム・フィトキン
作品集（輸入盤）

大友直人
Pf：小川典子、キャサリン・ストット

フィトキン

サーキット ～２台のピアノと管弦楽のための

Bis
BIS-
SACD-
1517

2010年1月14日 ¥3,035 SACD
輸入盤

T１ ～２台のピアノのための
T２ ～２台のピアノのための

Pf：小川典子 白 ～２台のピアノのための
Pf：キャサリン・ストット やすらぎ～ピアノ独奏のための

Pf：小川典子
肉体～ピアノ独奏のための
黄色から黄色へ～ピアノ独奏のための
家具～ピアノ独奏のための

東京交響楽団 グラハム・フィトキン
作品集（国内盤）

大友直人
Pf：小川典子、キャサリン・ストット

フィトキン

サーキット ～２台のピアノと管弦楽のための

キング
インターナショナル KKC-5079 2010年2月18日 ¥3,000 SACD

T１ ～２台のピアノのための
T２ ～２台のピアノのための

Pf：小川典子 白 ～２台のピアノのための
Pf：キャサリン・ストット やすらぎ～ピアノ独奏のための

Pf：小川典子
肉体～ピアノ独奏のための
黄色から黄色へ～ピアノ独奏のための
家具～ピアノ独奏のための

東京シティ・フィルハー
モニック管弦楽団

飯守泰次郎/ベートーヴェン
《交響曲全集》 飯守泰次郎 ベートーヴェン

交響曲 第１番 ハ長調 作品21

フォンテック FOCD-
9438 2009年10月21日 ¥4,200

Blu-
spec 
CD

交響曲 第２番 ニ長調 作品36
交響曲 第３番 変ホ長調 作品 「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：松田昌恵/At：西明美/
Tn：成田勝美/Br：木村俊光/
Ch：混声合唱団明響

交響曲 第９番 ニ短調 作品125 「合唱付」

東京都交響楽団 インバル/ ベートーヴェン
《交響曲第３番》他 エリアフ・インバル ベートーヴェン

交響曲 第３番 変ホ長調 作品55 「英雄」
Exton OVCL-

00385 2009年7月23日 ¥3,000 SACD
序曲「コリオラン」 作品62

東京都交響楽団 小林研一郎/
スメタナ《わが祖国》 小林研一郎 スメタナ 連作交響詩「わが祖国」 Exton OVCL-

00406 2009年11月18日 ¥3,000 SACD

東京都交響楽団 インバル/ チャイコフスキー
《交響曲第５番》 エリアフ・インバル チャイコフスキー 交響曲 第５番 ホ短調 作品64 Exton OVCL-

00407 2009年11月18日 ¥3,000 SACD

東京都交響楽団 インバル/ ブルックナー
《交響曲第５番》 エリアフ・インバル ブルックナー 交響曲 第５番 変ロ短調 Exton EXCL-

00036 2010年3月25日 ¥3,000 SACD

読売日本交響楽団 スクロヴァチェフスキ/ ブラー
ムス《交響曲第３番》他

スタニスラフ・
スクロヴァチェフスキ

ブラームス 交響曲 第３番 ヘ長調 作品90
Denon COGQ-39 2009年8月19日 ¥2,940 SACD

ラヴェル クープランの墓

読売日本交響楽団 カンブルラン/ ベルリオーズ
《幻想交響曲》他

シルヴァン・
カンブルラン

ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
Exton OVCX-

00055 2010年2月17日 ¥3,000 SACD
ラヴェル クープランの墓

読売日本交響楽団 スクロヴァチェフスキ/ ブ
ルックナー《交響曲第９番》

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９番 ニ短調 Denon COGQ-41 2010年2月24日 ¥2,940 SACD

オーケストラ・
アンサンブル金沢

チャイコフスキー
《ヴァイオリン協奏曲》、他
Vn：吉田恭子

広上淳一 Vn：吉田恭子
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

YAMAHA QACR-
30005 2009年9月16日 ¥2,800 SHMCDグラズノフ 瞑想曲 作品32

マスネ 歌劇「タイス」から 瞑想曲

オーケストラ・
アンサンブル金沢

モーツァルト
《フルート協奏曲》他、
Fl：髙木綾子

金聖響 Fl：髙木綾子 モーツァルト
フルート協奏曲 第１番 ト長調 K.313

Avex Classics AVCL-
25488 2010年1月20日 ¥3,000 SACDフルート協奏曲 第２番 ニ長調 K.314

フルートと管弦楽のためのアンダンテ ハ長調 K.315
チェコ・フィルハーモ
ニー管弦楽団

ＥＸＴＯＮ10周年記念ＢＯＸ

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

Exton OVCL-
00500 2009年5月20日 ¥10,000 SACD

スラヴ行進曲 作品31
大阪フィルハーモニー
交響楽団 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」

フィルハーモニア
管弦楽団

ウラディーミル・
アシュケナージ ショスタコーヴィチ

交響曲 第５番 ニ短調 作品47
祝典序曲 作品96

Hr：ラデク・デボラーク バッハ 無伴奏チェロ組曲 第１番、第２番、第３番 （ホルン版）
チェコ・フィルハーモ
ニー管弦楽団

ズデニェク・マーツァル マーラー 交響曲 第５番 嬰ハ短調
ゲルト・アルブレヒト ブルックナー 交響曲 第６番 イ長調 （原典版）

オランダ放送フィル
ハーモニー管弦楽団

エド・デ・ワールト 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
交響詩「ドン・フアン」 作品20

「ばらの騎士」組曲
ヤープ・ヴァン・
ズデーデン ブルックナー 交響曲 第４番 変ホ長調 「ロマンティック」

アーネム・フィルハーモ
ニー管弦楽団

マルティン・
ジークハルト R.シュトラウス

交響曲 第４番 ホ短調 作品98
ハイドンの主題による変奏曲 作品５６ａ

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

交響曲 第２番 ニ長調 作品36
交響曲 第７番 イ長調 作品92

Pf：ウラディーミル・アシュケナージ シベリウス ５つの小品 「樹の組曲」

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
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