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日本のプロフェッショナル・
オーケストラ年鑑 2016

文化庁委託事業
「平成28年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

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

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

準会員 
17 千葉交響楽団
17 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
17 静岡交響楽団
18 中部フィルハーモニー交響楽団
18 京都フィルハーモニー室内合奏団
18 ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
19 テレマン室内オーケストラ
19 奈良フィルハーモニー管弦楽団
19 瀬戸フィルハーモニー交響楽団
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札幌交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/6/19
2015/6/20

第578回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ラドミル・エリシュカ

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.98

2015/7/10
2015/7/11

第579回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Ｋｉｔａｒａ大ホール マックス・ポンマー

ソプラノ：針生美智子、
安藤赴美子
テノール：櫻田亮
合唱：札響合唱団

シューマン 交響曲 第4番 ニ短調 op.120

メンデルスゾーン 交響曲 第2番 変ロ長調 「讃歌」 op.52

2015/9/4
2015/9/5

第580回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ハインツ・ホリガー オーボエ：

ハインツ・ホリガー

フンメル 序奏、主題と変奏 ヘ長調 op.102
シューベルト

（モーゼル編） アンダンテ ロ短調

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 「未完成」 D.759
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2015/10/2
2015/10/3

第581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 ピアノ：小山実稚恵 ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30
交響的舞曲 op.45

2015/10/30
2015/10/31

第582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

尾高尚忠 交響曲 第1番 ホ短調 op.35
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 （コールス版）

2015/11/27
2015/11/28

第583回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitarah大ホール

ウラディーミル・
アシュケナージ ピアノ：河村尚子

ベートーヴェン  「プロメテウスの創造物」 序曲
モーツァルト ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調 K.503
ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 op.93

2015/12/11
2015/12/12

第584回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール マックス・ポンマー ピアノ：

ゲルハルト・オピッツ
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58
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）

2016/1/22
2016/1/23

第585回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール

マティアス・
バーメルト

ヴァイオリン：
イザベル・ファウスト

ラヴェル 組曲 「マ・メール・ロワ」
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
ムソルグスキー = ラヴェル 組曲 「展覧会の絵」

2016/2/19
2016/2/20

第586回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール マックス・ポンマー

J. シュトラウスⅡ ワルツ 「皇帝円舞曲」 op.437
ラウタヴァーラ 交響曲 第3番（1961）
R. シュトラウス 交響詩 「ツァラトゥストラはこう語った」 op.30

2016/3/4
2016/3/5

第587回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ラドミル・エリシュカ

スメタナ 交響詩 「シャールカ」
ドヴォルザーク 弦楽セレナード ホ長調 op.22
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 op.36

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

2015/5/22
2015/5/23

第291回
定期演奏会

日立システムズホール仙台・
コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
パスカル・ヴェロ

ソプラノ:鈴木愛美
バリトン:宮本益光
合唱:仙台放送合唱団、
東北大学混声合唱団

デュカス 交響曲 ハ長調

フォーレ レクイエム op.48

2015/6/19
2015/6/20

第292回
定期演奏会

日立システムズホール仙台・
コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
小泉和裕 ピアノ:津田裕也

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op.15

バルトーク 管弦楽のための協奏曲 

2015/7/24
2015/7/25

第293回
定期演奏会

日立システムズホール仙台・
コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
秋山和慶

カリンニコフ 交響曲 第1番 ト短調

チャイコフスキー 交響曲 第6番 「悲愴」 op.74

2015/9/18
2015/9/19

第294回
定期演奏会

日立システムズホール仙台・
コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
高関健 クラリネット:

ヴェンツェル・フックス

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 op.43より
第12曲、第16曲

ウェーバー クラリネット協奏曲 第1番 ヘ短調 op.73
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」

2015/10/23
2015/10/24

第295回
定期演奏会

日立システムズホール仙台・
コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
パスカル・ヴェロ ピアノ:横山幸雄

ガーシュウイン
キューバ序曲
ピアノ協奏曲 ヘ調

バーンスタイン 「オン・ザ・タウン」より3つのダンス・エピソード
ガーシュウイン＝ベネット 交響的絵画 「ポーギーとベス」

2015/11/27
2015/11/28

第296回
定期演奏会

日立システムズホール仙台・
コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
ガブリエル・フェル
ツ

テノール:小原敬楼
バリトン:萩原潤

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 「ジュピター」 K.551

マーラー 大地の歌

2016/1/22
2016/1/23

第297回
定期演奏会

日立システムズホール仙台・
コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
山田和樹

ソプラノ:安井 陽子
アルト:手嶋 眞佐子
テノール:大槻 孝志
バス:小森 輝彦
共演:東京混声合唱団メンバー
合唱:仙台フィル「エリヤ」
合唱団

メンデルスゾーン オラトリオ 「エリヤ」 op.70

正  会  員 
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2016/2/12
2016/2/13

第298回
定期演奏会

日立システムズホール仙台・
コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
パスカル・ヴェロ ヴァイオリン:

スヴェトリン・ルセフ

プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 op.25
ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 op.77

プロコフィエフ

バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 op.64より
モンタギュー家とキャピュレット家、少女ジュリエット、
民族舞踊、メヌエット、仮面舞踏会、
ロメオとジュリエット、タイボルトの死、
別れの前のロメオとジュリエット、
ジュリエットの墓の前のロメオ

2016/3/18
2016/3/19

第299回
定期演奏会

日立システムズホール仙台・
コンサートホール

（仙台市青年文化センター）
梅田俊明 ピアノ:ダン・タイソン

ラヴェル
古風なメヌエット
左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調 （18日）

ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21 （19日）
ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90

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

2015/4/18 第244回
定期演奏会 山形テルサホール 阪 哲朗 ピアノ:イリーナ・メジューエワ

廣瀬量平 オーケストラのための 「朝のセレナーデ」
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23
シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 「春」 op.38

2015/5/9
2015/5/10

第245回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 チェロ:新倉瞳

ヴォーン・ウィリアムズ グリーンスリーブスの主題による幻想曲
エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 op.85
ブルッフ コル・ニドライ op.47

ヴェルディ

歌劇「ナブッコ」 序曲
歌劇「椿姫」 序曲
歌劇「仮面舞踏会」 序曲
歌劇「リゴレット」 序曲
歌劇「運命の力」 序曲

2015/7/19 第246回
定期演奏会 山形テルサホール 鈴木秀美

メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 「イタリア」 op.90
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 「田園」 op.68

2015/8/29 第247回
定期演奏会 山形テルサホール 現田茂夫 ピアノ:若林顕

シューマン 歌劇 「ゲノヴェーヴァ」 序曲 op.81
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op.16
ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 op.60

2015/11/28
2015/11/29

第248回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 ピアノ:小林有沙

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 「皇帝」 op.73
バッハ ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調BWV1048
ハイドン 交響曲 第99番 変ホ長調 Hob.I-99

2015/12/20 第249回
定期演奏会 山形テルサホール 高関 健 ヴァイオリン:キム・ダミ

シューベルト 「ロザムンデ」 序曲  D.644
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
アルヴォ・ペルト ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌
シューベルト 交響曲 第6番 ハ長調 D.589

2016/1/16 第250回
定期演奏会 山形テルサホール ミハウ・

ドヴォジンスキ ヴァイオリン：成田達輝
ボロディン 歌劇 「イーゴリ公」 序曲
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 op.26
チャイコフスキー 交響曲 第1番 ト短調 「冬の日の幻想」 op.13

2016/3/5 第251回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親

ベートーヴェン

バレエ音楽 「プロメテウスの創造物」 序曲 
op.43

「アテネの廃墟」 序曲 op.113
「エグモント」 序曲 op.84

ブルックナー 交響曲 第2番 ハ短調 WAB102

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

2015/5/16 第50８回
定期演奏会 群馬音楽センター 尾高忠明 フルート：カール・ハインツ

＝シュッツ

ブリテン 歌劇「ピーター・グライムス」より4つの間奏曲 op.33a
尾高尚忠 フルート協奏曲 op.30b
ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 op.13

2015/6/20 第50９回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ピアノ：小川典子

シベリウス 交響曲 第6番 ニ短調 op.104
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調　op.16
ストラヴィンスキー 組曲「火の鳥」（1919）

2015/7/18 第510回
定期演奏会 群馬音楽センター グスターボ・ヒメノ ピアノ:小菅優                           

ソプラノ:小林沙羅
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第１番 ハ長調 op.15
マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2015/7/19 第39回
東毛定期演奏会

太田市新田文化会館
エアリスホール

ピアノ:小菅優                           
ソプラノ:小林沙羅

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第１番 ハ長調 op.15
マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2015/9/27 第511回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人

ソプラノ:幸田浩子 
テノール:鈴木准 
バリトン:須藤慎吾
合唱:群馬交響楽団合唱団
児童合唱:高崎市立
京ヶ島小学校合唱部

ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」 Hob.I:101

カール・オルフ 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」

2015/10/24 第512回
定期演奏会 群馬音楽センター オーギュスタン・

デュメイ
ヴァイオリン:
オーギュスタン・デュメイ

モーツァルト
ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ ホ長調　K.261
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調　op.67 「運命」

2015/11/21 第513回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ヴァイオリン：諏訪内晶子

芥川也寸志 交響管弦楽のための音楽
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61
アンリ・デュティユー 交響曲 第1番 ニ短調 op.13
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2016/1/22 第514回
定期演奏会 群馬音楽センター アラン・ギルバート チェロ: 

カイサ・ウィリアム=オルソン

ジョン・アダムス 管弦楽のためのフォックストロット「議長は踊る」
ショスターコヴィチ チェロ協奏曲 第2番 ト長調　op.126
チャイコフスキー 交響曲 第2番　ハ短調　 「小ロシア」 op.17

2016/2/13 第515回
定期演奏会 群馬音楽センター 大植英次

バーンスタイン 「キャンディード」組曲
R. シュトラウス 楽劇「ばらの騎士」組曲 op.59
ブラームス 交響曲第1番 ハ短調　op.68

2016/2/14 第40回
東毛定期演奏会

桐生市市民文化会館
シルクホール 大植英次

バーンスタイン 「キャンディード」組曲
R. シュトラウス 楽劇「ばらの騎士」組曲 op.59
ブラームス 交響曲第1番 ハ短調　op.68

2016/3/19 第516回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ピアノ:児玉桃                            

オンドマルトノ:原田節
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
メシアン トゥーランガリラ交響曲

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

2015/4/11
2015/4/12

第1805回
定期公演 
Aプログラム

NHKホール セバスティアン・
ヴァイグレ バス:ヨン・グァンチョル

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 「田園」

ワーグナー

楽劇「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲、
それはほんとうか、イゾルデの死
楽劇「ニュルンベルクの名歌手」より親方たちの入場、ポー
グナーの言葉 あ゙すは 聖゙ヨハネ祭 、゙第1幕への前奏曲

2015/4/17
2015/4/18

第1806回
定期公演
Cプログラム

NHKホール ウラディーミル・
フェドセーエフ ピアノ:アンナ・ヴィニツカヤ ラフマニノフ 14の歌曲より 「ヴォカリーズ」 op.34 （オーケストラ版）

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

2015/4/22
2015/4/23

第1807回
定期公演 
Bプログラム

サントリーホール ミヒャエル・ザンデ
ルリング ピアノ:ベルトラン・シャマユ

シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調「ロマンチック」 
WAB.104

2015/5/9
2015/5/10

第1808回
定期公演
Aプログラム

NHKホール ユッカ・ペッカ・
サラステ

ヴァイオリン:クリストフ・
バラーティ

シベリウス 「クオレマ」―「鶴のいる情景」「カンツォネッタ」
「悲しいワルツ」

バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番 
シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 op.43

2015/5/15
2015/5/16

第1809回
定期公演
Cプログラム

NHKホール エド・デ・ワールト メゾ・ソプラノ:マレーナ・
エルンマン

ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」
シェエラザード op.35

ショーソン 愛と海の詩
ドビュッシー 交響詩「海」

2015/5/20
2015/5/21

第1810回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール エド・デ・ワールト ヴァイオリン:ギル・シャハム
シューマン 「マンフレッド」序曲 op.115
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2015/6/6
2015/6/7

第1811回
定期公演
Aプログラム

NHKホール ステファヌ・ドゥ
ネーヴ ヴァイオリン:ルノー・カプソン

ラヴェル 道化師の朝の歌
ラロ スペイン交響曲 ニ短調 op.21
アルベール・ルーセル 交響曲 第3番 ト短調 op.42
ラヴェル ボレロ

2015/6/12
2015/6/13

第1812回
定期公演
Cプログラム

NHKホール アンドリス・ポーガ ホルン:ラデク・バボラーク
モーツァルト

交響曲 第1番 変ホ長調 K.16
ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 K.412

（レヴィン補筆完成版）
R. シュトラウス ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 op.11
ラフマニノフ 交響的舞曲 op.45

2015/6/17
2015/6/18

第1813回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール 尾高忠明 ピアノ: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 op.23

ラフマニノフ 交響曲 第1番 ニ短調 op.13

2015/9/11
2015/9/12

第1814回
定期公演
Cプログラム

NHKホール 広上淳一 ピアノ:
ニコライ・ルガンスキー

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 op.88

2015/9/16
2015/9/17

第1815回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール ヘルベルト・
ブロムシュテット ベートーヴェン

交響曲 第1番 ハ長調 op.21

交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」

2015/9/26
2015/9/27

第1816回
定期公演
Aプログラム

NHKホール ヘルベルト・
ブロムシュテット ピアノ:ティル・フェルナー ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 op.36

ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73「皇帝」

2015/10/3
2015/10/4

第1817回
定期公演
Aプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ
ソプラノ:エリン・ウォール
アルト:リリ・パーシキヴィ
合唱:東京音楽大学

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調「復活」

2015/10/14
2015/10/15

第1818回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール パーヴォ・ヤルヴィ チェロ:トルルス・モルク
ヴィオラ:佐々木 亮 R. シュトラウス

交響詩「ドン・キホーテ」op.35
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な
いたずら」op.28
歌劇「ばらの騎士」組曲 op.59

2015/10/23
2015/10/24

第1819回
定期公演
Cプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ヴァイオリン:五嶋みどり
トゥール アディトゥス（2000-2002）
ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 op.77
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2015/11/14
2015/11/15

第1820回
定期公演
Aプログラム

NHKホール ディエゴ・マテウス ソプラノ:ケイト・ロイヤル マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調 ― アダージェット
リュッケルトによる5つの歌

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2015/11/20
2015/11/21

第1821回
定期公演
Cプログラム

NHKホール ウラディーミル・
フェドセーエフ ピアノ:チョ・ソンジン

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11 
グラズノフ バレエ音楽「四季」op.67 ―「秋」

ハチャトゥリヤン バレエ組曲「ガイーヌ」より　剣の舞、ばらの少
女たちの踊り、子守歌、レズギンカ舞曲

チャイコフスキー 序曲「1812年」op.49

2015/11/25
2015/11/26

第1822回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール ネヴィル・マリナー ピアノ:ゲアハルト・オピッツ
モーツァルト ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.98
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2015/12/4
2015/12/6

第1823回
定期公演
Aプログラム

NHKホール シャルル・デュトワ

ヘロデ:キム・ベグリー
ヘロディアス:ジェーン・ヘンシェル
サロメ:グン・ブリット・バークミン
ヨカナーン:エギルス・シリンス 
ナラボート:望月哲也
ヘロディアスの小姓:中島郁子 他

R. シュトラウス 楽劇「サロメ」（演奏会形式）

2015/12/11
2015/12/12

第1824回
定期公演
Cプログラム

NHKホール シャルル・デュトワ
アルト:ビルギット・レンメルト
女声合唱:東京音楽大学合唱団
児童合唱:NHK東京児童合唱団

マーラー 交響曲 第3番 ニ短調

2015/12/16
2015/12/17

第1825回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール シャルル・デュトワ オルガン:勝山雅世
コダーイ ガランタ舞曲
バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」
サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 op.78

2016/1/9
2016/1/10

第1826回
定期公演
Aプログラム

NHKホール 山田和樹 語り:松嶋奈々子
ビゼー ビゼー：小組曲「子供の遊び」
ドビュッシー/カプレット おもちゃ箱（語り：松嶋奈々子）
ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1911)

2016/1/15
2016/1/16

第1827回
定期公演
Cプログラム

NHKホール トゥガン・ソヒエフ
ヴァイオリン:
フォルクハルト・シュトイデ
チェロ:ペーテル・ソモダリ

ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調 op.102

ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2016/1/20
2016/1/21

第1828回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール トゥガン・ソヒエフ ピアノ:ルーカス・
ゲニューシャス

グリンカ オペラ「ルスランとリュドミラ」序曲
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
チャイコフスキー バレエ音楽 「白鳥の湖」op.20より抜粋

2016/2/6
2016/2/7

第1829回
定期公演
Aプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ バリトン:マティアス・ゲルネ
マーラー 亡き子をしのぶ歌

ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 WAB.105（ノヴァーク版）

2016/2/12
2016/2/13

第1830回
定期公演
Cプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ヴァイオリン:ジャニーヌ・
ヤンセン

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

ニールセン、カール 交響曲 第5番 op.50

2016/2/17
2016/2/18

第1831回
定期公演
Bプログラム

サントリーホール パーヴォ・ヤルヴィ ピアノ:カティア・
ブニアティシュヴィリ

R. シュトラウス 変容
シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54
R. シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 op.30

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

2015/4/12
第539回
定期演奏会

〈サントリーホー
ル・シリーズ〉

サントリーホール インゴ・メッツマッハー
シェーンベルク 5つの管弦楽組曲 op.16
ヤナーチェク シンフォニエッタ
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2015/4/17
2015/4/18

第540回
定期演奏会

〈トリフォニー・
シリーズ〉

すみだトリフォニーホール インゴ・メッツマッハー

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

ヴァレーズ
アメリカ
アルカナ（日本初演）

R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 op.24

2015/5/22
2015/5/23

第541回
定期演奏家

〈トリフォニー・
シリーズ〉

すみだトリフォニーホール 尾高忠明

ヴォーン・ウィリアムズ タリスの主題による幻想曲
ディーリアス 楽園への道

ブリテン 歌劇「ピーター・グライムズ」より
｢4つの海の間奏曲｣

エルガー 交響曲第1番 変イ長調 op.55

2015/6/14
第542回
定期演奏会

〈サントリーホー
ル・シリーズ〉

サントリーホール 飯守 泰次郎 オーボエ:古部賢一
バッハ オーボエ協奏曲ヘ長調BWV.1053
R.シュトラウス メタモルフォーゼン
ベートーヴェン 交響曲第3番変ホ長調 ｢英雄｣ op.55

2015/6/19
2015/6/20

第543回
定期演奏会

〈トリフォニー・
シリーズ〉

すみだトリフォニーホール 秋山和慶 ストラヴィンスキー
バレエ組曲 ｢火の鳥｣（1919）
バレエ音楽 ｢ペトルーシュカ｣（1947）
バレエ音楽 ｢春の祭典｣

2015/7/3
第544回
定期演奏会

〈サントリーホー
ル・シリーズ〉

サントリーホール ダニエル・ハーディング ピアノ:
ラルス・フォークト ブラームス

悲劇的序曲 op.81
ハイドンの主題による変奏曲 op.56a
ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 op.83

2015/7/10
2015/7/11

第545回
定期演奏会

〈トリフォニー・
シリーズ〉

すみだトリフォニーホール ダニエル・ハーディング

ソプラノ:
ドロテア・レシュマン
メゾソプラノ:
クリスティアーネ・ストーティン
合唱:栗友会合唱団

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 ｢復活｣

2015/9/4
2015/9/5

第546回
定期演奏会

〈トリフォニー・
シリーズ〉

すみだトリフォニーホール デリック・イノウエ
ピアノ:小菅優
青ひげ公:アルフレッド・ウォーカー
ユディト:ミカエラ・マーティンス

バルトーク
ピアノ協奏曲 第3番 （1994年改訂版）

歌劇 ｢青ひげ公の城｣ op.11（演奏会形式）

2015/9/11
第547回
定期演奏会

〈サントリーホー
ル・シリーズ〉

サントリーホール ナタリー・シュトゥッ
ツマン

武満徹 弦楽のためのレクイエム
シューベルト 交響曲 第4番 ハ短調 ｢悲劇的｣ D.417
ビゼー ｢アルルの女｣ 第1組曲、第2組曲

2015/10/25
第548回
定期演奏会

〈サントリーホー
ル・シリーズ〉

サントリーホール ハルトムート・ヘン
ヒェン

ヴァイオリン:クララ=ジュミ・
カン ブラームス

ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.77

交響曲 第1番ハ短調 op.68

2015/11/8
第549回
定期演奏会

〈サントリーホー
ル・シリーズ〉

サントリーホール ダニエル・ハーディング トランペット:ホーカン・ハー
デンベルガー

ディーン ドラマティス・ペルソネ （2013） （日本初演）

ブルックナー 交響曲第7番ホ長調 WAB.107（ベンヤミン=グン
ナー・コールスクリティカル・エディション 日本初演）

2015/11/20
2015/11/21

第550回
定期演奏会

〈トリフォニー・
シリーズ〉

すみだトリフォニーホール レオン・フライ
シャー

ピアノ:レオン・フライシャー
（弾き振り）

モーツァルト ピアノ協奏曲 第12番 イ長調  K.414

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調  op.27
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2016/1/15
2016/1/16

第551回
定期演奏会

〈トリフォニー・
シリーズ〉

すみだトリフォニーホール ダニエル・ハーディング

ソプラノ:アルビナ・シャギ
ムラトヴァ、テノール:イアン・
ポストリッジ、バリトン:アウ
ドゥン・イヴェルセン、合唱:
栗友会合唱団、児童合唱:
東京少年少女合唱隊

ブリテン 戦争レクイエム op.66

2016/1/22
2016/1/23

第552回
定期演奏会

〈トリフォニー・
シリーズ〉

すみだトリフォニーホール トーマス・ダウスゴー イングリシュホルン:森 明子
シベリウス 組曲「レミンケイネン」 ー 四つの「カレワラ」伝説 

op.22

ニールセン 交響曲 第5番 op.50

2016/1/27
第553回
定期演奏会

〈サントリーホー
ル・シリーズ〉

サントリーホール トーマス・ダウスゴー
モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調  K.385 「ハフナー」

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調 

2016/2/19
2016/2/20

第554回
定期演奏会

〈トリフォニー・
シリーズ〉

すみだトリフォニーホール 広上淳一 ヴァイオリン:米元響子

アッテルベリ 交響曲 第6番 ハ長調 op.31 「ドル交響曲」
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第1番 変ロ長調 K.207

グリーグ 「ペールギュント」第1組曲 op.46、第2組曲 
op.55

2016/2/25
第555回
定期演奏会

〈サントリーホー
ル・シリーズ〉

サントリーホール エイヴィン・グルベ
ルク・イェンセン

ピアノ:
アレクサンドル・タロー

フランク 交響的変奏曲
ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2016/3/16
第556回
定期演奏会

〈サントリーホー
ル・シリーズ〉

サントリーホール 上岡敏之
シューベルト 交響曲 第1番 ニ長調 D.82

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

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

2015/4/19 第629回
定期演奏会 サントリーホール 飯森範親

ピアノ:ニコライ・ホジャイノ
フ、ヴィオラ:青木篤子、
混声合唱:東響コーラス

ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調  op.21

カンチェリ ステュクス　～ヴィオラ、混声合唱と管弦楽のための

ドビュッシー 海　～管弦楽のための3つの交響的素描

2015/5/14 第630回
定期演奏会 サントリーホール ユベール・スダーン フルート:高木綾子

ハープ:吉野直子
モーツァルト

交響曲 第31番 ニ長調  K.297 「パリ」

フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299

チャーチル 交響曲 ニ短調 op.48

2015/6/6 第631回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット

R.シュトラウス メタモルフォーゼン 23の独奏弦楽器のための習作
ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調  WAB.107

2015/7/16 第６３２回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット ピアノ：デジュー・ラーンキ

ストラヴィンスキー 管弦楽のための交響曲
バルトーク ピアノ協奏曲　第1番
ベートーヴェン 交響曲 第5番 「運命」 op.67

2015/9/12 第633回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット

メゾ・ソプラノ:藤村実穂子、女
声合唱:東響コーラス、児童合
唱:東京少年少女合唱隊

マーラー 交響曲 第3番 ニ短調

2015/10/17 第634回
定期演奏会 サントリーホール クシシュトフ・

ウルバンスキ
ヴァイオリン：ステファン・
ジャッキーヴ

ブラームス 悲劇的序曲 op.81
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」
ストラヴィンスキー バレエ組曲 「火の鳥」 （1945）

2015/11/22 第635回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット ピアノ:

エマニュエル・アックス

リゲティ ポエム・サンフォニック　
～100台のメトロノームのための

バッハ＝ストコフスキー編 甘き死よ来たれ　BWV478
R.シュトラウス ブルレスケ ニ短調　～ピアノと管弦楽のための
ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調 op.141

2015/12/13 第636回
定期演奏会 サントリーホール マルク・

ゴレンシュテイン ピアノ：セルゲイ・カスプロ

ムソルグスキー＝リム
スキー＝コルサコフ編 交響詩「はげ山の一夜」

ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 op.43
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2016/1/16 第637回
定期演奏会 サントリーホール 秋山和慶

ピアノ:小曽根 真
トランペット:マティアス・ヘ
フス

ヒンデミット ラグタイム
ケルシェック トランペット・ダンス

ショスタコーヴィチ
ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 op.35
ジャズ組曲　第2番　op.93

2016/3/26 第638回
定期演奏会 サントリーホール ドミトリー・キタエンコ ヴァイオリン：成田達輝

チャイコフスキー
歌劇「エフゲニ・オネーギン」～ポロネーズ
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47
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東京シティ･フィルハーモニック管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/11 第288回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 高関 健 スメタナ

連作交響詩『わが祖国』全曲
 1.高い城  2.モルダウ  3.シャルカ
 4.ボヘミアの森と草原から
 5.ターボル  6.プラニーク

2015/5/9 第289回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 飯守泰次郎 ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調 

（1890年ノヴァーク版第2稿）

2015/6/5 第290回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 高関 健 フルート:竹山 愛

オネゲル 交響曲 第2番 （弦楽のための交響曲）
ニールセン フルート協奏曲
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 op.67 「運命」

2015/9/12 第291回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 尾高 忠明 ヴァイオリン:

ドン=スク・カン

シベリウス 組曲「恋人たち」op.１４
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.４７

シベリウス

交響詩「4つの伝説曲」 op.22より
1.レンミンカイネンと島の乙女たち 
2.トゥオネラの白鳥
3.トゥオネラのレンミカンネン
4.レンミカンネンの帰郷

2015/10/3 第292回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 高関 健 ピアノ:伊藤恵

モーツァルト ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491
ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調  op.93

2015/11/6 第293回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 藤岡幸夫 ソプラノ:半田美和子

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 「田園」
ヴォーン・ウィリアムズ 交響曲 第3番 「田園交響曲」

2016/1/16 第294回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 鈴木 秀美

ハイドン 交響曲 第103番 変ホ長調 ＨｏｂⅠ：１０３ 「太鼓連打」
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調  D.944 「ザ・グレート」

2016/2/19 第295回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 秋山和慶 ピアノ:江口玲

ブラームス ピアノ協奏曲 第２番 変ロ長調 op.８３
ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90

2016/3/18 第296回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 高関健

ソプラノ:中江早希
メゾソプラノ:相田麻純
テノール:山本耕平
バリトン:大沼徹
合唱:東京シティ・フィル・
コーア

ドヴォルザーク レクイエム op.89

東京都交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/3
第786回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 大野和士
シュニトケ 合奏協奏曲 第4番＝交響曲 第5番 (1988)

ベートーヴェン 交響曲 第5番ハ短調 op.67 「運命」

2015/4/8
第787回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 大野和士 マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2015/5/13
第788回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 ベルトラン・ド・
ビリー

デュティユー 交響曲 第2番 「ル・ドゥーブル」
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調　op.73

2015/5/29
第789回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール トーマス・ダウスゴー
クラリネット:カリ・クリーク
ソプラノ:半田美和子
バリトン:加耒徹

サーリアホ クラリネット協奏曲　―　クラリネットとオーケスト
ラのための （2010）(日本初演)

ニールセン 交響曲 第3番 op.27 「広がりの交響曲」

2015/6/15
第790回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール アンドリュー・リットン ピアノ:
ウィリアム・ウォルフラム

シェーンベルク ピアノ協奏曲 op.42
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 op.27

2015/6/29
第791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
ブリテン ロシアの葬送
タンスマン フレスコバルディの主題による変奏曲
ショスタコーヴィチ 交響曲 第11番 ト短調 op.103 「1905年」

2015/9/2
第792回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 下野竜也
コダーイ 夏の夕べ
グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」 （ホルベルク組曲） op.40
ドヴォルザーク 交響曲 第4番 ニ短調 op.13

2015/9/24
第793回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 オリヴァー・ナッセン ヴァイオリン:リーラ・ジョセ
フォウィッツ

ミャスコフスキー 交響曲 第10番  へ短調  op.30
ナッセン ヴァイオリン協奏曲 op.30 （2002）
ムソルグスキー＝スト
コフスキー 組曲「展覧会の絵」

2015/9/29
第794回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール オリヴァー・ナッセン ピアノ:ピーター・ゼルキン

ナッセン フローリッシュ・ウィズ・ファイヤーワークス（1993）
シェーンベルク 映画の一場面の伴奏音楽 op.34
武満徹 精霊の庭（1994）
ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83

2015/10/15
第795回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 ペーター・
ダイクストラ

ソプラノ:クリスティーナ・ハンソン
アルト:クリスティーナ・
ハマーストレム
テノール:コニー・ティマンダー
バス:ヨアン・シンクラー
合唱:スウェーデン放送合唱団  

リゲティ ルクス・エテルナ op.9 （1966） 「無伴奏混声合唱」
シェーンベルク 地には平和を op.13 「混声合唱と管弦楽」

モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626 （ジュスマイヤー版）

2015/10/16
第796回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール ペーター・
ダイクストラ

ソプラノ:クリスティーナ・ハンソン
アルト:クリスティーナ・
ハマーストレム
テノール:コニー・ティマンダー
バス:ヨアン・シンクラー
合唱:スウェーデン放送合唱団  

リゲティ ルクス・エテルナ op.9 （1966） 「無伴奏混声合唱」

シェーンベルク 地には平和を op.13 「混声合唱と管弦楽」

モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626 （ジュスマイヤー版）
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2015/11/2
第797回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 大野和士
ヴァイオリン:ワディム・レーピン
ソプラノ:イルゼ・エーレンス
ソプラノ:スザンヌ・エルマーク

ラヴェル スペイン狂詩曲 op.54
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 op.63

細川俊夫 嵐のあとに － 2人のソプラノとオーケストラのための
（2015） 「都響創立50周年記念委嘱作品・世界初演」

ドビュッシー 交響詩「海」

2015/12/10
第798回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 ミヒャエル・
ザンデルリンク

チェロ:アレクセイ・
スタドレル

ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 op.107
チャイコフスキー 交響曲 第1番 ト短調  op.13「冬の日の幻想」

2015/12/15
第799回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール マルク・ミンコフスキ 
ルーセル バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」 op.43 第1

組曲、第2組曲
ブルックナー 交響曲 0番 ニ短調 WAB100 （ノヴァーク版）

2016/1/12
第800回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 小泉和裕 ヴァイオリン:
イザベル・ファウスト

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
R. シュトラウス 家庭交響曲 op.53

2016/1/26
第801回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール アラン・ギルバート 

武満徹 トゥイル・バイ・トワイライト －モートン・フェルドマ
ンの追憶に－ (1988)

シベリウス 交響詩「エン・サガ（伝説）」 op.9

ワーグナー 
＝ギルバート編

楽劇「ワルキューレ」 より ワルキューレの騎行、
ヴォータンの告別
楽劇「ジークフリート」より 岩山を登るジークフリート
楽劇「神々の黄昏」より 夜明けとジークフリート
のラインの旅
楽劇「神々の黄昏」 より 第１幕3場への間奏曲、
ジークフリートの葬送行進曲
楽劇「神々の黄昏」 より ブリュンヒルデの自己犠
牲と終曲

2016/3/24
第802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

語り:ジュディス・ピサール、リア・
ピサール
ソプラノ:パヴラ・ヴィコパロヴァー
合唱:二期会合唱団
児童合唱:東京少年少女合唱隊

ブリテン シンフォニア・ダ・レクイエム op.20

バーンスタイン 交響曲 第3番 「カディッシュ」 (1963)

2016/3/29
第803回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 エリアフ・インバル ピアノ:白建宇
モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K595

ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調 op.141

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

2015/5/16 第99回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 曽我大介 ヴァイオリン:川久保 賜紀

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」から４章
コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.35
ブラームス 交響曲 第１番 ハ短調 op.68

2015/7/24 第100回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 内藤彰 ピアノ:

フィリップ・コパチェフスキー

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 op.26
ショパン ピアノ協奏曲 第１番 op.11
ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 WAB.105

2015/9/12 第101回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 内藤彰

ソプラノ:登川直穂子
テノール:ロマン・ムラヴィツキー
メゾソプラノ:石川紀子
バリトン:星野淳、押川浩志、
栗原剛
バス・バリトン:北川辰彦

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界から」

プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」からハイライト

2015/11/14 第102回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール

アンドレイ・
アニハーノフ チェロ:上野通明

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲
シューマン チェロ協奏曲イ短調op.129
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調op.73

2016/1/23 第103回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 現田茂夫 ピアノ:三舩優子

ベートーヴェン レオノーレ序曲第３番 72b
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37
ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90

2016/3/19 第104回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 秋山和慶 トランペット:松山萌

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 op.84
ハイドン トランペット協奏曲変ホ長調Hob.Ⅶe-1
ブラームス 交響曲 第4番ホ短調op.98
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東京フィルハーモニー交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/19
第863回
オーチャード
定期演奏会

〈出演者体調不良により公演中止〉

2015/4/20
第863回
サントリー定期
シリーズ

〈出演者体調不良により公演中止〉

2015/5/17
第864回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール アンドレア・
バッティストーニ

ソプラノ・トゥーランドット:
ティツィアーナ・カルーソー、
リュー・浜田理恵
T:カルロ・ヴェントレ（カラフ） ほか
合唱:新国立劇場合唱団
児童合唱:東京少年少女合唱隊

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」(演奏会形式)

2015/5/18
第865回
サントリー定期
シリーズ

サントリーホール アンドレア・
バッティストーニ

ソプラノ・トゥーランドット:
ティツィアーナ・カルーソー、
リュー・浜田理恵
T:カルロ・ヴェントレ（カラフ） ほか
合唱:新国立劇場合唱団
児童合唱:東京少年少女合唱隊

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」(演奏会形式)

2015/7/12
第866回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 尾高忠明 ピアノ:児玉桃、
カリン・K. ナガノ

モーツァルト
歌劇「後宮からの逃走」序曲 op.36
2台のピアノのための協奏曲 第10番 変ホ長調 K.365

チャイコフスキー 交響曲 第6番 「悲愴」 op.74

2015/7/17
第867回
サントリー定期
シリーズ

サントリーホール 尾高忠明 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2015/9/10
第868回
サントリー定期
シリーズ

サントリーホール アンドレア・
バッティストーニ

ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
ラフマニノフ/レスピーギ ５つの絵画的練習曲
ムソルグスキー 
＝ ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2015/9/22
第869回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 大植英次 ブラームス
交響曲 第3番 ハ長調 op.90

交響曲 第4番 ホ短調 op.98

2015/10/18
第870回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 小林研一郎 チェロ:上野通明
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2015/10/30
第871回
サントリー定期
シリーズ

サントリーホール 渡邊一正 ピアノ:牛田智大
モーツァルト ピアノ協奏曲 第26番 二長調 「戴冠式」 K.537
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2016/1/15
第872回
サントリー定期
シリーズ

サントリーホール 井上道義
ハチャトリアン バレエ組曲「ガイーヌ」 第１組曲より

ショスタコーヴィチ 交響曲 第7番 ハ長調 op.60 「レニングラード」

2016/1/17
第873回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 井上道義
ハチャトリアン バレエ組曲「ガイーヌ」 第１組曲より

ショスタコーヴィチ 交響曲 第7番 ハ長調 op.60 「レニングラード」

2016/2/26
第874回
サントリー定期
シリーズ

サントリーホール チョン・ミョンフン ピアノ:小林愛美
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5番 嬰ハ短調

2016/2/28
第875回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール チョン・ミョンフン ピアノ:小林愛美
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5番 嬰ハ短調

2016/3/6
第876回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 佐渡裕
ジョン・クーリッジ・アダムズ 議長は踊る
エマーソン タルカス
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 op.27

2016/3/7
第877回
サントリー定期
シリーズ

サントリーホール 佐渡裕
ジョン・クーリッジ・アダムズ 議長は踊る
エマーソン タルカス
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 op.27

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

2015/4/24
2015/4/25

第669回
定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン ピアノ:アンジェラ・ヒューイット ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 二短調 op.15

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 WAB107 （ハース版）

2015/5/15
2015/5/16

第670回
定期演奏会 サントリーホール 下野竜也

黛敏郎 フォノロジー・サンフォニック
林光 ウィンズ Winds
三善晃 霧の果実
矢代秋雄 交響曲

2015/6/12
2015/6/13

第671回
定期演奏会 サントリーホール アレクサンドル・

ラザレフ ヴァイオリン:堀米ゆず子 ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト単調 op.26
ショスタコーヴィチ 交響曲 第8番 ハ短調 op.65

2015/7/10
2015/7/11

第672回
定期演奏会 サントリーホール 広上淳一 ヴァイオリン:ダニエル・ホープ エルガー ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 op.61

メンデルスゾーン 交響曲 第3番 イ短調 「スコットランド」 op.56

2015/9/4
2015/9/5

第673回
定期演奏会 サントリーホール 山田和樹 サクソフォン:上野耕平

ミヨー バレエ音楽「世界の創造」 op.81a
ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 op.21
イベール アルト・サクソフォンと11の楽器のための室内小協奏曲
別宮貞雄 交響曲 第1番

2015/10/23
2015/10/24

第674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
ソプラノ:黒澤麻美
テノール:大槻孝志

ストラヴィンスキー バレエ音楽「妖精の口づけ」
チャイコフスキー/
タネーエフ 二重唱「ロメオとジュリエット」 op.64

ショスターコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 op.70
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2015/11/6
2015/11/7

第675回
定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン テノール:西村悟

バリトン:河野克典
シベリウス 歴史的情景第１番 op.25

組曲「ペルシャザールの饗宴」 op.51
マーラー 大地の歌

2015/12/11
2015/12/12

第676回
定期演奏会 サントリーホール 尾高忠明 クラリネット:伊藤寛隆

チューバ:柳生和大

フィンジ クラリネットと弦楽のための協奏曲 op.31
ヴォーン・ウィリアムズ バス・チューバと管弦楽のための協奏曲 ヘ短調
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 「グレート」 D944

2016/1/22
2016/1/23

第677回
定期演奏会 サントリーホール 小林研一郎 リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザート」 op.35

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2016/3/4
2016/3/5

第678回
定期演奏会

サントリーホール
大ホール 広上淳一 ピアノ:野田清隆

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 「未完成」 D.759
尾高惇忠 ピアノ協奏曲
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 「運命」 op.67

読売日本交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/10 第547回
定期演奏会 サントリーホール シルヴァン・

カンブルラン バリトン：小森輝彦 リーム 厳粛な歌 ― 歌曲付き （日本初演）
ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調

2015/5/13 第548回
定期演奏会 サントリーホール エイヴィン・グルベ

ルグ・イェンセン
ピアノ：アンドレアス・
シュタイアー

モーツァルト ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453
ショスタコーヴィチ 交響曲 第7番 ハ長調 「レニングラード」

2015/6/5 第549回
定期演奏会 サントリーホール ユーリ・

テミルカーノフ
メゾソプラノ：小山由美
女性合唱：新国立劇場合唱団
児童合唱：NHK東京児童合唱団

マーラー 交響曲 第3番　ニ短調

2015/7/1 第550回
定期演奏会 サントリーホール フランソワ＝

グザヴィエ・ロト ヴァイオリン：郷古 廉
ブーレーズ 「ノタシオン」から第１、７、４、３、２番
ベルク ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」
ハイドン 十字架上のキリストの最後の７つの言葉(管弦楽版)

2015/9/6 第551回
定期演奏会 サントリーホール シルヴァン・

カンブルラン

トリスタン：エリン・ケイヴス
イゾルデ：レイチェル・ニコルズ
ブランゲーネ：クラウディア・
マーンケ
クルヴェナル：石野繁生
マルケ：アッティラ・ユン
メロート：アンドレ・モルシュ
若い水夫、牧童、舵手：与儀巧
男声合唱：新国立劇場合唱団

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」（演奏会形式）

2015/10/13 第552回
定期演奏会 サントリーホール 下野竜也 ヴィオラ：鈴木康浩

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」op.62
ヒンデミット 「白鳥を焼く男」（ヴィオラと管弦楽）
ジョン・アダムス ハルモニーレーレ （和声学）

2015/12/4 第553回
定期演奏会 サントリーホール オスモ・ヴァンスカ シベリウス

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

2016/1/14 第554回
定期演奏会 サントリーホール ミヒャエル・ボーダー ピアノ：フランチェスコ・

ピエモンテージ

R.シュトラウス 交響詩「ドン・ファン」 op.20
リスト ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
ツェムリンスキー 交響詩「人魚姫」

2016/2/12 第555回
定期演奏会 サントリーホール シルヴァン・

カンブルラン
モーツァルト セレナード 第13番 K.525 

「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
マーラー 交響曲 第7番 ホ短調「夜の歌」

2016/3/17 第556回
定期演奏会 サントリーホール ローター・ツァグロゼク

ベンジャミン ダンス・フィギュアズ(日本初演)
コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 op.15
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」

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

2015/4/25 第308回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎 レスピーギ

交響詩「ローマの噴水」
交響詩「ローマの松」
交響詩「ローマの祭」

2015/5/16 第309回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 小泉和裕 ヴァイオリン:米元響子

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.47
ニールセン 交響曲 第4番「不滅」

2015/6/13 第310回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール パスカル・ヴェロ ピアノ:小菅優

オルガン:石丸由佳
ラヴェル

マ・メール・ロワ組曲
ピアノ協奏曲 ト長調

サン・サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 「オルガン付き」

2015/7/10 第311回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 op. 95「新世界より」 
アイヴズ 交響曲 第2番

2015/9/20 第312回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 児玉宏

モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」 
WAB.104

2015/10/10 第313回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎 ヴァイオリン:三浦文彰

ショスタコーヴィチ
交響詩「十月革命」 op.131
ヴァイオリン協奏曲 第1番イ短調 op.77

シベリウス 交響曲 第5番 変ホ長調 op.82

2015/11/27 第314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 ピアノ:ゲルハルト・オピッツ

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83
コルンゴルト シンフォニエッタ op.5

2016/1/16 第315回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール モーシェ・アツモン ヴァイオリン:佐藤俊介 ブラームス

ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.77
交響曲 第2番 ニ長調 op.73
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2016/2/13 第316回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎

笙:宮田まゆみ
ピアノ:津田裕也
ヴァイオリン:石田泰尚
チェロ:山本裕康

細川俊夫 光に満ちた息のように
ワーグナー 歌劇「ローエングリン」より第1幕への前奏曲

ベートーヴェン
ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための三重協奏曲 
ハ長調 op.56
交響曲 第7番 イ長調 op.92

2016/3/5 第317回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 尾高忠明 チェロ:宮田大 エルガー チェロ協奏曲ホ短調 op.85

ウォルトン 交響曲 第1番 変ロ短調

オーケストラ・アンサンブル金沢
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/6/22 第364回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義 ヴァイオリン:五嶋みどり

ロッシーニ 歌劇「シンデレラ」序曲
シューマン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2015/7/18 第365回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義 共演:

日本センチュリー交響楽団

権代敦彦 逆も真なり～オーケストラのための
（新作委嘱・世界初演）

ハイドン 交響曲 第87番 イ長調 Hob. Ⅰ-87
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2015/7/24 第366回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 広上淳一 ピアノ:小山実稚恵

ラーション 田園組曲 op.19
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op.16

シベリウス トゥオネラの白鳥 op.22-2
組曲「白鳥姫」 op.54

2015/9/15 第367回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義

ピアノ:辻井伸行 
ヴァイオリン:サイモン・ブレ
ンディス, 江原千絵

シュニトケ モーツ・アルト・ア・ラ・ハイドン （1977）

モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595
交響曲 第40番 ト短調 K.550

2015/10/24 第368回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

アレクサンダー・
リーブライヒ ピアノ:萩原麻未

メンデルスゾーン 序曲「美しいメルジーネの物語」 op.32
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11
ストラヴィンスキー バレエ組曲「プルチネルラ」

2015/11/21 第369回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール シャオチャ・リュウ メゾ・ソプラノ:谷口睦美

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 op.26
ファリャ バレエ組曲「恋は魔術師」
ストラヴィンスキー 弦楽のための協奏曲 ニ調
ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 op.93

2015/12/10
2015/12/11

第370回
定期公演 
第1夜, 第2夜

石川県立音楽堂
コンサートホール マルク・ミンコフスキ シューマン

交響曲 第1番 変ロ長調 op.38 「春」 （第1夜）
交響曲 第2番 ハ長調 op.61 （第1夜）
交響曲 第3番 変ホ長調 op.97 「ライン」 （第2夜）
交響曲 第4番 ニ短調 op.120 （第2夜）

2016/1/9 第371回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 三ツ橋敬子

イル・デーヴ、テノール:
望月哲也、大槻孝志、
バリトン:青山貴、
バスバリトン:山下浩司、
ピアノ:河原忠之

レスピーギ 組曲「鳥」～前奏曲
カッチーニ アマリッリ
スカルラッティ=伊藤康英 すみれ
ボノンチーニ=伊藤康英 お前をたたえる栄光のために
ドゥランテ=伊藤康英 愛に満ちた処女よ
スカルラティ=伊藤康英 陽はすでにガンジス川から
ジョルダーニ=福廣秀一朗 いとしい女よ
レスピーギ ボッティチェリの三枚の絵
ロッシーニ 歌劇「アルジェのイタリア女」序曲
ナポリ民謡 福廣秀一朗 サンタ・ルチア
ビクシオ=伊藤康英 マリウ、愛の言葉を
カルディッロ=伊藤康英 カタリ・カタリ
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
カプア=伊藤康英 あなたに口づけを
クルティス=伊藤康英 わすれな草
カプア=福廣秀一朗 オ・ソレ・ミオ
モリコーネ=福廣秀一朗 ネッラ・ファンタジア

2016/1/30 第372回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

マティアス・バーメ
ルト

ピアノ:アレクサンダー・
クリッヒェル

ブリテン シンプル・シンフォニー op.4

ショパン
ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」の主題によ
る変奏曲 op.2
演奏会用ロンド「クラコヴィアク」 ヘ長調 op.14

メンデルスゾーン 交響曲 第5番 ニ長調 op.107「宗教改革」

2016/2/7 第373回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 北谷直樹

チェンバロ:北谷直樹
ヴァイオリン:アビゲイル・ヤング
フルート:岡本えり子
テオルボ&バロックギター:
高本一郎

ハイニヒェン シンフォニア ヘ長調「モーリッツブルク」
ヘンデル 水上の音楽 第3組曲 ト長調

J.S.バッハ フルート、ヴァイオリンとチェンバロのための協奏曲 
イ短調 BWV.1044

ラザール ヴァイオリンとチェンバロのためのバレエ組曲から

ラモー 抒情悲劇「アバリス、またはボレアド」組曲
歌劇「インドの優雅な国々」よりシャコンヌ

2016/3/16 第374回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 井上道義 チェロ:

マリオ・ブルネロ

武満徹 ノスタルジアーアンドレイ・タルコフスキーの追悼にー
シューマン チェロ協奏曲 イ短調 op.129
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」
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セントラル愛知交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/5/15 第140回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 齊藤一郎 ヴァイオリン：寺田史人

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」より第1楽章「春」op.8
ボッケリーニ 交響曲 第4番「悪魔の棲む家」 op.12-4
ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2015/6/12 第141回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール

セルジオ・ロサレ
ス

クラリネット：エディ・ヴァノ
オーストハーゼ

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ヴァンデルロ・スト クラリネット協奏曲（日本初演）
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

2015/7/17 第142回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール

レオシュ・スワロフ
スキー ヴァイオリン：島田真千子 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

交響曲 第4番 ホ短調 op.98

2015/8/28 第143回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 高橋直史 ギター：谷辺昌央

シューベルト イタリア風 序曲 D.591
林光 ギター協奏曲「北の帆船」
ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60

2015/11/27 第144回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール

レオシュ・スワロフ
スキー ドヴォルザーク

弦楽セレナード ホ長調 op.22
弦楽セレナード ニ短調 op.44
チェコ組曲 ニ長調 op.39

2016/2/6 第145回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 角田鋼亮 ソプラノ：伊藤晴

シベリウス レンミンカイネンと島の乙女たち

モーツァルト

コンサートアリア「誰がわが恋人の苦しみを知ろう」
K.582
コンサートアリア「私は行く、しかしどこへ」K.583
歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」より岩のように動かずに 
K.588

山田耕筰 交響曲「かちどきと平和」

2016/3/4 第146回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール

レオシュ・スワロフ
スキー ピアノ：務川慧悟 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第2番 ト長調 op.44

交響曲 第6番 ロ短調 「悲愴」 op.74

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

2015/4/24
2015/4/25

第423回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 
自作・他作の転
用〉

愛知県芸術劇場
コンサートホール 円光寺雅彦 ヴァイオリン:リチャード・リン

ソプラノ:市原愛
コルンゴルト

組曲「シュトラウシアーナ」

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2015/5/22
2015/5/23

第424回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 
マーラーの改訂〉

愛知県芸術文化劇場
コンサートホール 川瀬賢太郎

メゾソプラノ:藤井美雪
ピアノ:野田清隆
合唱団:名古屋少年少女
合唱団

メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」 op.27

権代敦彦 子守歌－メゾ・ソプラノ、ピアノ、
児童合唱とオーケストラのための

シューマン=マーラー 交響曲 第3番 変ホ長調 op.97「ライン」

2015/6/19
2015/6/20

第425回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 
オーケストレー
ションの魔術師
たち-Ⅰ〉

愛知県芸術劇場
コンサートホール

ティエリー・
フィッシャー ヴァイオリン:三浦文彰

ラヴェル 高雅にして感傷的なワルツ
サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 op.61
ラヴェル 道化師の朝の踊り

ドビュッシー=ジャレル 3つの練習曲より No.9反復音のために、No.10
対比的な響きのために、No.12和音のために

ラヴェル ボレロ

2015/7/24
2015/7/25

第426回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 
オーケストレー
ションの魔術師
たち-2〉

愛知県芸術劇場
コンサートホール

マーティン・
ブラビンズ バリトン:サイモン・ベイリー

リムスキー=コルサコフ スペイン奇想曲 op.34
ムソルグスキー=ラスカトフ 歌曲集「死の歌と踊り」（日本初演）

藤倉大 歌曲集「世界にあてたわたしの手紙」（委嘱新版・
世界初演）

ムソルグスキー/ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2015/9/4
2015/9/5

第427回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 
アート・オブ・ヴァ
リエーション〉

愛知県芸術劇場
コンサートホール 小泉和裕 ピアノ:アルトゥール・ピサロ

ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲 第3番 op.72b

ドホナーニ 童謡「きらきら星」の主題による変奏曲 op.25

ベートーヴェン 交響曲 第3番 ホ短調「英雄」 op.55 

2015/10/9
2015/10/10

第428回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 
バッハを温ねて新
しきを知る〉

愛知県芸術劇場
コンサートホール

クリスティアン・
アルミンク

ヴァイオリン:アリーナ・
イブラギモヴァ

ルクー 弦楽のためのアダージョ op.3

ベルク ヴァイオリン協奏曲『ある天使の想い出に』

ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.98

2015/11/6
2015/11/7

第429回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 
ブラームスの新陳
代謝〉

愛知県芸術劇場
コンサートホール キンボー・イシイ クラリネット:ダニエル・

オッテンザマー
ブラームス=ベリオ

ハイドンの主題による変奏曲 op.56a

クラリネット・ソナタ 第1番 ヘ短調 op.120-1

ニールセン 交響曲 第5番 op.50

2015/12/11
2015/12/12

第430回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 日
本民謡の昇華〉

愛知県芸術劇場
コンサートホール

マーティン・
ブラビンズ

フルート:クレア・チェイス
女声合唱:愛知県立芸術
大学女声合唱団

ホルスト 日本組曲 op.33
藤倉大 フルート協奏曲（委託新作・世界初演）
ホルスト 組曲「惑星」 op.32

2016/1/15
2016/1/16

第431回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 
変容とその前〉

愛知県立芸術劇場
コンサートホール 尾高忠明

R.シュトラウス メタモルフォーゼン 23の独奏楽器のための習作 AV.142

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 （ノヴァーク原典版）

2016/2/19
2016/2/20

第432回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ 
物語の再編〉

愛知県芸術劇場
コンサートホール ロリー・マクドナルド オーボエ:ラモン・オルテガ・ケロ

ヤナーチェク
=マッケラス 歌劇「利口な女狐の物語」組曲

マルティヌー オーボエ協奏曲 H.353
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 op.88

2016/3/11
2016/3/12

第433回
定期演奏会

〈「メタ」シリーズ
「ディエス・レイ」
の引用〉

愛知県芸術劇場
コンサートホール

マーティン・
ブラビンズ ピアノ:上原彩子 ラフマニノフ

交響詩「死の島」 op.29

パガニーニの主題による狂詩曲 op.43

交響的舞曲 op.45
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京都市交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/17 第589回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール

ロベルト・トレヴィー
ノ ヴァイオリン：成田達輝

ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
ハチャトリアン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47

2015/5/9
2015/5/10

第590回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 下野竜也

チェロ：ミッシャ・マイスキー
ヴァイオリン：
サーシャ・マイスキー
ピアノ：リリー・マイスキー

ベートーヴェン ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための三重協奏
曲 ハ長調 op.56

コリリアーノ 交響曲 第1番

2015/6/26 第591回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 小泉和裕 ピアノ：アンティ・シーララ

シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54

ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」 
WAB.104

2015/7/18
2015/7/19

第592回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール

ジョン・アクセル
ロッド

ブリテン 歌劇「ピーター・グライムズ」から4つの海の間
奏曲 op.33

ドビュッシー 交響詩「海」
リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 op.35

2015/8/9 第593回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 現田茂夫

ソプラノ：菅英三子
バリトン：吉江忠男
合唱：京響コーラス

ブラームス ドイツ・レクイエム op.45

2015/9/5
2015/9/6

 第594回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール

ジャン＝クロード・
カサドシュ ピアノ：萩原麻未

ラヴェル
組曲「マ・メール・ロワ」
ピアノ協奏曲 ト長調

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」 (1919)

2015/10/9  第595回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 広上淳一 ピアノ：ソン・ヨルム

ベルリオーズ 序曲「海賊」 op.21
プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944「ザ・グレイト」

2015/11/21
2015/11/22

第596回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール

ウラディーミル・ア
シュケナージ

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2016/1/23
2016/1/24

第597回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 広上淳一 ピアノ：ソン・ヨルム

バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第2番
コープランド バレエ組曲「アパラチアの春」
ガーシュイン パリのアメリカ人

2016/2/14 第598回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 大友直人 ヴィオラ：今井信子

エルガー
弦楽セレナード　ホ短調 op.20
チェロ協奏曲 ホ短調 op.85 （ヴィオラ版）

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト短調 op.88

2016/3/12
2016/3/13

第599回
定期演奏会

京都コンサートホー
ル・大ホール 高関健 マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」
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大阪交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/13 第193回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 阪　哲朗 フルート：高木綾子

ルーセル 小管弦楽のためのコンセール op.３４
イベール フルート協奏曲
デュカス 交響曲　ハ長調

2015/5/29 第194回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡　清高 ドヴォルザーク

交響詩「水の魔物」 op.107
交響詩「真昼の魔女」 op.108
交響詩「金の紡ぎ車」 op.109
交響詩「野鳩」 op.110
交響詩「英雄の歌」 op.111

2015/7/10 第195回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール キンボー・イシイ ヴァイオリン：山下洋一

シューマン 序曲「メッシーナの花嫁」 op.100
ヘルマン・ゲッツ ヴァイオリン協奏曲　op.22
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2015/9/28 第196回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 児玉　宏

リスト 交響詩「オルフェウス」
ワーグナー ファウスト序曲
ブルックナー 交響曲　第9番　ニ短調

2015/10/21 第197回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 篠﨑　靖男 ピアノ：金子　三勇士

細川　俊夫 弦楽オーケストラのためのセレモニアルダンス
プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番　ハ長調　op.26
シベリウス 交響曲 第1番　ホ短調　op.39

2015/12/17 第198回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡　清高

ベートーヴェン＝
マーラー

弦楽四重奏曲　第11番 ヘ短調「セリオーソ」 
op.９５（弦楽合奏版）

マーラー
交響詩「葬礼」

「花の章」
マーラー＝ベンジャミン・
ブリテン 「野の花々が私に語ること」

マーラー 交響曲 第10番より「アダージョ」

2016/1/26 第199回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 園田　隆一郎 ソプラノ：砂川涼子 ハイドン

歌劇「無人島」序曲 Hob.Ⅰa-13
歌劇「アルミーダ」より私があなたを愛しているの
を分かって～憎しみ、怒り、侮辱、苦しみが
交響曲 第49番 ヘ短調「受難」 Hob.Ⅰ-49
シェーナ「ベレニーチェ、どうするの？
お前の愛する人が死ぬというのに」
交響曲 第45番 嬰ヘ短調「告別」 Hob.Ⅰ-45

2016/2/24 第200回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 児玉　宏

ジークフリート・ワーグナー 交響詩「憧れ」
ワーグナー 楽劇「ニーベルングの指環」より抜粋 (児玉宏編）

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

2015/4/10
2015/4/11

第487回
定期演奏会 フェスティバルホール 井上

道義 和太鼓：鼓童
石井眞木 モノ・プリズム「日本太鼓群とオーケストラのための」
コープランド バレエ組曲「ビリー・ザ・キッド」
グロフェ 組曲「グランドキャニオン」

2015/5/15
2015/5/16

第488回
定期演奏会 フェスティバルホール 準・メルクル

ストラヴィンスキー 幻想曲「花火」
ドビュッシー バレエ音楽「カンマ」
ベルリオーズ 幻想交響曲

2015/6/8
2015/6/9

第489回
定期演奏会 フェスティバルホール ラドミル・エリシュカ

ソプラノ：半田美和子
アルト：手嶋眞佐子
テノール：望月哲也
バス：青山貴

ドヴォルザーク スターバト・マーテル op.58

2015/7/23
2015/7/24

第490回
定期演奏会 フェスティバルホール グスターボ・ヒメノ チェロ：

ダニエル・ミュラー＝ショット

レブエルタス センセマヤ
プレヴィン チェロ協奏曲
ガーシュイン パリのアメリカ人
バーンスタイン 「ウエスト・サイド物語」より“シンフォニック・ダンス”

2015/9/17
2015/9/18

第491回
定期演奏会 フェスティバルホール 大植英次

アルト：ナタリー・
シュトゥッツマン、
女性合唱：大阪フィルハー
モニー合唱団、
児童合唱：大阪すみよし少
年少女合唱団

マーラー 交響曲　第3番　ニ短調

2015/10/13
2015/10/14

第492回
定期演奏会 フェスティバルホール 小林研一郎 ヴァイオリン：南 紫音

小林研一郎 四季への憧憬（パッサカリアより）
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」
シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 op.43

2015/11/27
2015/11/28

第493回
定期演奏会 フェスティバルホール 井上道義

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 op.62
ショスタコーヴィチ 交響曲 第7番 ハ長調 op.60 「レニングラード」

2015/12/16
2015/12/17

第494回
定期演奏会 フェスティバルホール アレクサンダー・

リープライヒ ピアノ：ゲルハルト・オピッツ
R.シュトラウス

バレエ組曲「ホイップ・クリーム」より“ワルツ”
交響詩「死と変容」 op.24

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83
2016/2/5
2016/2/6

第495回
定期演奏会 フェスティバルホール ヨエル・レヴィ マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

2016/3/11
2016/3/12

第496回
定期演奏会 フェスティバルホール 尾高忠明 ヴァイオリン：諏訪内晶子

アナトーリ・リャードフ 交響詩「魔法にかけられた湖」
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　ニ長調
ラフマニノフ 交響曲　第2番　ホ短調 op.27
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関西フィルハーモニー管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/29 第264回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守 泰次郎

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

メンデルスゾーン オラトリオ「聖パウロ」 op.36

2015/5/19 第265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
ピアノ:児玉 桃
ヴァイオリン:
オーギュスタン・デュメイ

モーツァルト ヴァイオリンソナタ 第25番 ト長調 K.301
細川俊夫 月夜の蓮 – モーツァルトへのオマージュ –
ビゼー 交響曲 第1番 ハ長調

2015/6/12 第266回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡 幸夫 ピアノ:横山幸雄

ソプラノ:岩下 晶子
ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83
ヴォーン・ウィリアムズ 田園交響曲（交響曲第3番）

2015/7/16 第267回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 秋山 和慶

エルガー コケイン序曲 op.40
ウォルトン ファサード 第1組曲、第2組曲
エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 op.55

2015/9/16 第268回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール オーギュスタン・

デュメイ
ヴァイオリン:
エリーナ・ブクサ

プロコフィエフ 古典交響曲 op.25
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 op.26
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 op.88

2015/10/30 第269回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡 幸夫

サクソフォン:須川展也
ピアノ:小柳美奈子
パーカッション:山口多嘉子

シベリウス 交響曲 第6番 ニ短調 op.104

吉松隆 ドーリアン op.9 （1979）
サクソフォン協奏曲「サイバーバード」 op.59 （1994）

2015/11/23 第270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
ピアノ:ジャン・フィリップ・
コラール ベートーヴェン

「コリオラン」序曲 op.62
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73 「皇帝」
交響曲 第5番 ハ短調 op.67 「運命」

2016/2/3 第271回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ヴォルフラム・

クリスト ブラームス
悲劇的序曲 op.81
弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 op.111 （弦楽合奏版）
交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2016/3/5 第272回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守 泰次郎 Pf:アレクサンドル・タロー モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番ハ長調 K.467

ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調

�日本センチュリー交響楽団�

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/10
2015/4/11

第200回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森 範親

ピアノ:小山 実稚恵
テノール:福井 敬
バリトン:与那城 敬

和田 薫 祝響～日本センチュリー交響楽団のためのファン
ファーレ （委嘱作品・世界初演）

シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54
マーラー 大地の歌

2015/6/19
2015/6/20

第201回 定
期演奏会 ザ・シンフォニーホール アラン・ブリバエフ ヴァイオリン:

ヨシフ・イワノフ

ムソルグスキー
（リムスキー=
コルサコフ編）19日 歌劇「ホヴァーンシチナ」より前奏曲“モスクワ川

の夜明け”ムソルグスキー
（ショスタコーヴィチ編）
20日
ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 op.77
ムソルグスキー
=ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2015/8/28
2015/8/29

第202回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎 ソプラノ:秦茂子

バリトン:小森輝彦 ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」 op.92（28日）
序曲「オセロ」 op.93（29日）
テ・デウム op.103
交響曲 第7番 ニ短調l op.70

2015/9/18
2015/9/19

第203回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール マルティン・ジーク

ハルト
ヴァイオリン:
神尾真由子

グラズノフ 交響詩「ステンカ・ラージン」 op.13
パガニーニ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 op.6
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 op.92

2015/10/23
2015/10/24

第204回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール アラン・ブリバエフ ギター:村治奏一

リムスキー=コルサコフ 組曲「見えざる町キテージと聖女フェヴローニャの
物語」より第1曲・第2曲・第3曲

ロドリーゴ アランフェス協奏曲
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47

2015/11/13 第205回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール レオン・フライ

シャー
ピアノ:
レオン・フライシャー

ベートーヴェン 「コリオラン」序曲 op.62
モーツァルト ピアノ協奏曲 第12番 イ長調 K.414
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

2016/1/15
2016/1/16

第206回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 ヴァイオリン:

イザベル・ファウスト

J.シュトラウス ポルカ・シュネル 「狩り」 op. 373 （15日）
トリッチ・トラッチ・ポルカ op. 214 （16日）

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 77
バルトーク 管弦楽のための協奏曲 

2016/3/25
2016/3/26

第207回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森 範親

ピアノ:
ヤン・イラーチェク・ フォン・
アルニン

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op. 18

チャイコフスキー マンフレッド交響曲 op. 58
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兵庫芸術文化センター管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/10
2015/4/11
2015/4/12

第78回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化セ
ンター 大ホール 佐渡裕 ピアノ:

エフゲニ・ボジャノフ

ウェーバー 舞踏への勧誘 op.65
ショパン ピアノ協奏曲 第2番 op.21
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2015/5/15
2015/5/16
2015/5/17

第79回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化セ
ンター 大ホール

サー・ネヴィル・
マリナー

ハイドン 交響曲 第96番 ニ長調 「奇蹟」 Hob.1-96
ティペット 2つの弦楽オーケストラのための協奏曲
メンデルスゾーン 交響曲 第3番 イ短調 op.56 「スコットランド」

2015/6/19
2015/6/20
2015/6/21

第80回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化セ
ンター 大ホール ユベール・スダーン クラリネット:

マイケル・コリンズ
ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲

クラリネット協奏曲 第1番 ヘ長調 op.73
シューマン=マーラー 交響曲 第2番 ハ長調 op.61

2015/9/11
2015/9/12
2015/9/13

第81回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化セ
ンター 大ホール 佐渡裕 ピアノ:小林愛実

ハイドン 交響曲 第7番 ハ長調 「昼」 Hob.1-7
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2015/10/30
2015/10/31
2015/11/1

第82回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化セ
ンター 大ホール

ダニエル・
ハーディング

ドビュッシー=ラインス
ドルフ 「ペレアスとメリザンド」組曲

ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2015/12/11
2015/12/12
2015/12/13

第83回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化セ
ンター 大ホール 佐渡裕

ソプラノ:並河寿美
メゾ・ソプラノ:林美智子
テノール:西村悟
バリトン:キュウ・ウォン・ハン 
合唱:オープニング記念第9
合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」

2016/1/15
2016/1/16
2016/1/17

第84回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化セ
ンター 大ホール 佐渡裕

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 op.36

ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 op.27

2016/2/12
2016/2/13
2016/2/14

第85回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化セ
ンター 大ホール ロッセン・ミラノフ ピアノ:田村響 ブラームス

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op.15

交響曲 第1番 ハ短調 op.68

2016/3/4
2016/3/5
2016/3/6

第86回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化セ
ンター 大ホール

エイドリアン・
リーパー

ホルン:
サボルチ・ゼンプレーニ

ワーグナー ジークフリード牧歌 op.103
R.シュトラウス ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 op.11
シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.97 「ライン」

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

2015/4/17 第348回
定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール 秋山和慶 ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲 第3番 op.72b

交響曲 第4番 変ロ長調 op.60
プロコフィエフ=パーマー 歌劇 ｢戦争と平和｣ op.91から交響組曲

2015/5/22 第349回
定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール 大植英次 ヴィオラ:

リチャード・ヨンジェ・オニール
ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 op.21
ベルリオーズ 交響曲  ｢イタリアのハロルド｣ op.16

2015/6/12 第350回
定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール ユベール・スダーン ピアノ:佐藤卓史 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73 ｢皇帝｣

シューマン=マーラー 交響曲 第2番 ハ長調 op.61

2015/7/24 第351回
定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール ジョセフ・ウォルフ ヴァイオリン:川崎洋介

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ブルッフ スコットランド幻想曲 op.46
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 ｢田園｣

2015/9/15
第352回
プレミアム定期
演奏会

広島文化学園HBG
ホール 秋山和慶 ヴァイオリン:諏訪内晶子 モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲

ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 op.92

2015/10/30 第353回
定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール アラン・ブリバエフ

チェロ:
マーティン・スタンツェライト
ヴィオラ:安保恵麻

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 op.36

シュトラウス、リヒャルト 交響詩「ドン・キホーテ」 op.35

2015/11/10 第354回
定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール

ヴァイオリン&コンサートマス
ター:
フォルクハルト・シュトイデ

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 K.620
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 op.67 「運命」

2015/12/15
2015/12/16

第355回
特別定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール 大植英次 ヴァイオリン:佐久間聡一 モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2016/1/24 第356回
特別定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール 秋山和慶

ソプラノ:安藤赴美子
アルト:藤井美雪
テノール:高橋淳

（兼 合唱指揮）
バリトン:トーマス・バウアー
合唱:ひろしま特別合唱団

マーラー さすらう若人の歌（バリトン）

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」

2016/2/19 第357回
定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール 高関健

ベートーヴェン 付随音楽「献堂式」序曲 ハ長調 op.124
糀場富美子 摂氏4000度からの未来-管弦楽のために-
ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調 op.93

2016/3/11 第358回
定期演奏会

広島文化学園HBG
ホール アンドリス・ポーガ ピアノ:ミシェル・ダルベルト

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト短調 op.58
プロコフィエフ 古典交響曲 ニ長調 op.25
ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」組曲（1919）
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九州交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/24 第339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 フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 op.80

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調

2015/5/22 第340回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール

ミハエル・
レオンティエフ

トロンボーン:
ファブリス・ミリシェー

チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュエット」
トマジ トロンボーン協奏曲
シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 op. 39

2015/6/23 第341回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 尾高 忠明

エルガー 序曲「コケイン（ロンドンの下町で）」 op.40

シベリウス 組曲「ペレアスとメリザンド」 op.46
アンダンテ・フェスティーヴォ

エルガー 創作主題による変奏曲「エニグマ」 op.36

2015/7/6 第342回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 下野竜也 アルト:池田香織 

合唱:九響合唱団

三善晃 夏の散乱
焉歌・波摘み

バッハ/レーガー おお人よ、汝の大いなる罪を嘆け BWV622
シュニトケ オラトリオ「長崎」

2015/9/18 第343回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 小泉和裕 ピアノ:小山実稚恵

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」序曲
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op. 18
スクリャービン 交響曲 第4番 ハ長調 op.54 「法悦の詩」

2015/10/22 第344回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 川瀬賢太郎 ヴァイオリン:

リチャード・リン

ブラームス 大学祝典序曲 ハ短調 op.80
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 77

武満徹 波の盆
R.シュトラウス 歌劇「ばらの騎士」組曲 op.59

2015/11/20 第345回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール ゴロー・ベルク ピアノ:

アンナ・ヴィニツカヤ

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲

ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op. 15
交響曲 第3番 ヘ長調 op. 90

2015/12/4 第346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 ヴァイオリン:

川久保賜紀
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 61
シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 op.5

2016/2/6 第347回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール

アンドレア・
バッティストーニ

テノール:福井敬（カニオ）
ソプラノ:嘉目真木子（ネッダ）
バリトン:桝貴志（トニオ）
バリトン:塩入功司（シルビオ）
テノール:与儀巧（ペッぺ）

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 op.9

レオンカヴァッロ 歌劇「道化師」（演奏会形式）
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千葉交響楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/5/31

創立30周年
記念事業
第97回
定期演奏会
～30年を奏で
るブラームス～

習志野文化ホール 飯守 泰次郎 ピアノ:津田 裕也

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルグのマイスタージン
ガー」前奏曲

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58

ブラームス 交響曲第1番 ハ短調 op.68

2015/10/25

創立30周年
記念事業
第98回
定期演奏会
～30年を祝う
歓喜の歌～

千葉県文化会館大
ホール 大井剛史

ヴァイオリン:本庄 篤子
ソプラノ:馬原 裕子
メゾソプラノ:富岡 明子
テノール:小原 啓楼
バリトン:萩原 潤
合唱:東京音楽大学合唱団

ベートーヴェン

「シュテファン王」序曲 op.117
ロマンス第1番ト長調 op.40
ロマンス第2番ヘ長調 op.50
交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱
付き」

東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/9/23 第34回
定期演奏会

大田区民ホール
アプリコ　大ホール 松岡　究

ソプラノ：清水知子
アルト：平山莉奈
テノール：小貫岩夫
バリトン：青山貴

ヴェルディ レクイエム

坪田豊治郎 馬子唄による狂詩曲

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

2015/4/18

第57回
定期演奏会
～ドイツ・ハンガ
リー音楽の神髄
に迫る～

静岡市清水文化会館
マリナート 飯守泰次郎 ピアノ:金子三勇士

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスター
ジンガー」 前奏曲

リスト ピアノ 協奏曲 第1番 変ホ長調 
ブラームス 交響曲第4番ホ短調 op.98

2015/5/23

第58回
定期演奏会
～エッセンシャル・
モーツァルト・シ
リーズ vol.6～

静岡市清水文化会館
マリナート 篠崎靖男 ピアノ:チャン・ユジン モーツァルト

歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲 K.621
ヴァイオリン協奏曲第5番 K.219 

「トルコ風」
交響曲第41番 ハ長調 K.551

2015/7/20

第59回
定期演奏会
～モーツァルトの
最高傑作・レク
イエム～

静岡市清水文化会館
マリナート 野平一郎

ソプラノ:戸崎文葉
アルト:上杉清仁
テノール:ガイ・カッティング
バス:ニック・アシュビー
合唱:県民参加による合唱団 ほか

ベートーヴェン ピアノ 協奏曲 第3番 ハ短調 op.37

モーツァルト レクイエム K.626

2015/9/6
第60回
定期演奏会
～常任指揮者就
任披露コンサート～

静岡市清水文化会館
マリナート 篠崎靖男 ピアノ:上杉彩子

アダムス Short Ride in a Fast Machine
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ長調 op.23
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2015/10/3

第61回
定期演奏会
～シベリウス生誕
150周年記念 
vol.2～

静岡市清水文化会館
マリナート キンボー・イシイ ヴァイオリン:成田達輝

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 op.92

2015/12/20

第62回
定期演奏会
～県民参加による

「歓喜の歌」
第九コンサート～

静岡市清水文化会館
マリナート 大井剛史

ソプラノ:半田美和子
アルト:永井和子
テノール:竹田昌弘
バリトン:高橋洋介
合唱:県民参加による合唱団 ほか
静響ジュニア・オケ共演

（チャイコフスキー）

チャイコフスキー スラヴ行進曲 op.31

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調  op.125
 「合唱付き」

2016/3/27
第63回
定期演奏会
～オーケストラの
日2016～

静岡市清水文化会館
マリナート 藤岡幸夫 チェロ:遠藤真理

吉松 隆 鳥は静かに…

ドヴォルザーク
チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
交響曲 第8番 ト長調 op.88

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

2015/6/27
第47回
定期演奏会

（名古屋公演
第8回）

三井住友海上
しらかわホール 秋山和慶 ソプラノ:小林沙羅

モーツァルト 「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」 K.165

マーラー 交響曲第4番 ト長調

2015/11/14
第48回
定期演奏会

（犬山公演
第8回）

犬山市民文化会館 堀 俊輔 ヴァイオリン:漆原啓子 チャイコフスキー
幻想序曲「ロメオとジュリエット」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
交響曲第6番 ロ短調 op.74 「悲愴」

2015/11/15
第49回
定期演奏会

（松阪公演
第8回）

クラギ文化ホール 堀 俊輔 ヴァイオリン:漆原啓子 チャイコフスキー
幻想序曲「ロメオとジュリエット」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
交響曲第6番 ロ短調 op.74 「悲愴」

2016/2/7 第50回
定期演奏会 小牧市市民会館ホール 秋山和慶 ピアノ:務川慧悟 ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18

交響曲第2番 ホ短調 op.27 

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

2015/4/11
京都フィルハー
モニー室内合
奏団第198回
定期公演

京都コンサートホール
小ホール 齊藤一郎 語り:片山九郎右衛門

俳句:馬場駿吉

黛敏郎 10楽器のためのディヴェルティメント
アイスラー 室内交響曲 op.69
水野修孝 ヴィオラと弦楽オーケストラのための協奏曲
高橋悠治 苦艾 （にがよもぎ）〈委嘱初演〉【語りアリ】

2015/6/28
京都フィルハー
モニー室内合
奏団第199回
定期公演

京都コンサートホール
小ホール 佐藤俊太郎 ピアノ:近藤嘉宏 ラヴェル

クープランの墓
ピアノ協奏曲 ト長調
亡き王女の為のパヴァーヌ
マ・メール・ロワ（バレエ全曲版）

2015/10/10
京都フィルハー
モニー室内合
奏団第200回
記念定期公演

京都コンサートホール 
小ホール 齊藤一郎

演者:茂山童司
箏:平田紀子

中島裕康
寺井結子

山本和智 3人の箏奏者と室内オーケストラのため
の『散乱系』〈委嘱初演〉

マルタン 7つの管楽器、ティンパニ、打楽器と
弦楽器のための協奏曲

シェーンベルク 浄夜

2016/1/9

京都フィルハー
モニー室内合
奏団第201回
定期公演ニュー
イヤーコンサート
2016

京都コンサートホール
大ホール 齊藤一郎 ヴァイオリン:松野弘明

ヴィオラ:川本嘉子

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」op.26

モーツァルト 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

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調「英雄」op.55

2016/3/6

京都フィルハー
モニー室内合
奏団第202回
定期公演
古典派への道
程VOL17

京都コンサートホール
小ホール 有田正広 フルート:有田正広

ヴィヴァルディ 調和の霊感 op.3より第11番 ニ短調

バッハ 管弦楽組曲 第2番 ロ短調 
BWV.1067

モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/10/30
2015/11/1

創立100周年
記念特別公演
創立100周年
記念オペラ
ザ・カレッジ・
オペラハウス
管弦楽団
第52回
定期演奏会
第52回
オペラ公演

ザ・カレッジ・オペラ
ハウス 下野竜也

演出：岩田達宗
ファルスタッフ：田中勉
フォード：晴雅彦
アリーチェ：松田昌恵
ナンネッタ：石橋栄実
フェントン：清水徹太郎
クイックリー：荒田祐子
メグ：並河寿美
医師カイウス：清原邦仁
バルドルフォ：小林峻
ピストーラ：松森治
ガーター亭の主人：山川大樹
ロビン：森本絢子
合唱：ザ・カレッジ・オペラハウス
合唱団

ヴェルディ 歌劇「ファルスタッフ」
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テレマン室内オーケストラ
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2015/4/13 第224回
定期演奏会

大阪市中央公会堂
中集会室 延原武春 ヴァイオリン：U.ブンディース

チェンバロ：高田泰治 J.S.バッハ ブランデンブルク協奏曲（全曲）
BWV1046-1051

2015/4/26 第225回
定期演奏会 東京文化会館小ホール ヴァイオリン：U.ブンディース

チェンバロ：高田泰治 J.S.バッハ
ヴァイオリンとオブリガートチェンバロの
ためのソナタ（全曲）
BWV1014-1019

2015/7/21 第226回
定期演奏会

大阪市中央公会堂
中集会室 延原武春 フォルテピアノ：高田泰治

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」
モーツァルト 交響曲 第29番 イ長調 K.201
ハイドン ピアノ協奏曲 ニ長調 Ｈｏｂ.XVⅢ-2

2015/7/24 第227回
定期演奏会 東京文化会館小ホール フォルテピアノ：高田泰治 モーツァルト

ロンド ニ長調　K.485
アダージョ ロ短調 K.540
ピアノ・ソナタ 変ロ長調 K.281
幻想曲 ハ短調 K.475
ピアノ・ソナタ ハ短調 K.457

2015/10/10 第228回
定期演奏会 いずみホール 延原武春

福音史家：新井俊稀
イエス：高曲伸和
ピラト：篠部信宏
カウンターテナー：M.テイラーほか
合唱：テレマン室内合唱団

J.S.バッハ マタイ受難曲 BWV.244

2015/11/21 第229回
定期演奏会 東京文化会館小ホール 延原武春

フォルテピアノ：高田泰治
ヴァイオリン：浅井咲乃
ヴィオラ：姜隆光
オーボエ:延原武春

C.P.E.バッハ

シンフォニア ロ短調 Wq.182-5
ヴィオラ・ソナタ ト短調 Wq-88
オーボエ協奏曲 Wq.165
ヴァイオリン・ソナタ ロ短調 Wq.76
ピアノ協奏曲 イ長調 Wq.19

2016/1/22 第230回
定期演奏会 東京文化会館小ホール 延原武春

フルート・リコーダー:北山隆
オーボエ:延原武春
チェンバロ：パブロ・エスカンデ
ヴァイオリン：浅井咲乃

テレマン 食卓の音楽 第2集

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

2015/9/13 第37回
定期演奏会

奈良県文化会館
国際ホール 角田鋼亮 ソプラノ:大原末子 ハイドン 交響曲第100番 ト長調 「軍隊」 HobⅠ-103

マーラー 交響曲第4番 ト長調

2016/3/6 第38回
定期演奏会

奈良県文化会館
国際ホール 松井慶太 ピアノ:中西 誠 ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83 

シューマン 交響曲第3番 変ホ長調 op.97 「ライン」

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

2015/11/15 第26回
定期演奏会

サンポートホール高松
大ホール ワシリー・ワリトフ

ピアノ:
ヴィクトリア・コルチンスカヤ・
コーガン

ムソルグスキー 交響詩 禿山の一夜
プロコフィエフ ピアノ協奏曲第1番 変ニ長調 op.10
ショスタコーヴィチ 交響曲第5番ニ短調 op.47


