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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

2018/4/27
2018/4/28

第608回
定期演奏会
～バーメルト
首席指揮者
就任記念～

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

モーツァルト 交響曲 第29番 イ長調 ｋ.201（186a）

R.シュトラウス アルプス交響曲 op.64

2018/5/18
2018/5/19

第609回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 高関 健 ピアノ：

シャルル・リシャール＝アムラン

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11

ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 「ワーグナー」
WAB103（1877年第2稿）

2018/6/22
2018/6/23

第610回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 飯守泰次郎 チェロ：石坂団十郎

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6番 ロ短調 op.74「悲愴」

2018/8/24
2018/8/25

第611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 ヴィオラ：今井信子

R.V＝ウィリアムズ タリ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（ヴィオラ版）
ウォルトン 交響曲 第1番 変ロ短調

2018/9/21
2018/9/22

第612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

ソプラノ：小林沙羅
バリトン：三原 剛
合唱：札響合唱団

細川俊夫 冥想～3月11日の津波の犠牲者に捧げる
ドビュッシー 管弦楽のための映像
フォーレ レクイエム op.48

2018/10/26
2018/10/27

第613回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 小泉和裕 ヴァイオリン：

クララ・ジュミ・ヤン

モーツァルト 歌劇「魔笛」k.620 序曲
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 op.26
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」

2018/11/30
2018/12/1

第614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：

マルティン・シュタットフェルト

メンデルスゾーン 交響曲 第5番 ニ短調 op.107「宗教改革」
J.S.バッハ ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 BWV1052
シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.97「ライン」

2019/1/25
2019/1/26

第615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

モーツァルト セレナード 第6番 ニ長調 K.239
「セレナータ・ノットゥルナ」

マルタン 7つの管楽器、ティンパニ、打楽器と
弦楽のための協奏曲

ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2019/2/15
2019/2/16

第616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：

ジャン＝エフラム・バヴゼ ラヴェル

道化師の朝の歌
ピアノ協奏曲 ト長調
古風なメヌエット
左手のためのピアノ協奏曲
ラ・ヴァルス

2019/3/15
2019/3/16

第617回
定期演奏会 

札幌コンサートホール
Kitara大ホール

クシシュトフ・
ウルバンスキ

ヴァイオリン：
アレクサンドラ・スム

ペンデレツキ 広島の犠牲者に寄せる哀歌
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
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

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

2018/5/11
2018/5/12

第318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

ヤデル・
ビニャミーニ

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
ロッシーニ／
レスピーギ バレエ組曲「風変わりな店」

ヴェルディ 歌劇「マクベス」より“舞踊音楽”

ストラヴィンスキー
幻想的スケルツォ op.3
バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

2018/6/15
2018/6/16

第319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 飯守泰次郎 ベートーヴェン

交響曲 第2番 ニ長調 op.36
交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」

2018/7/13
2018/7/14

第320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 リュウ・シャオチャ ピアノ：キム・ヒョンジュン

レスピーギ 組曲「鳥」

モーツァルト ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 k.271
「ジェノム」

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 op.43

2018/9/14
2018/9/15

第321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 鈴木優人

J.Sバッハ／
シェーンベルク 前奏曲とフーガ 変ホ長調 BWV552「聖アン」

J.Sバッハ／
ウェーベルン 「音楽のささげもの」より６声のリチェルカーレ

ラヴェル 組曲「クープランの墓」
メンデルスゾーン 交響曲 第5番 ニ長調 op.107「宗教改革」

正  会  員 
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2018/10/19
2018/10/20

第322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 高関 健

ヴァイオリン：
ライナー・キュッヒル
ヴィオラ：井野邉大輔

モーツァルト
交響曲 第32番 ト長調 ｋ.318
協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）

バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2018/11/23
2018/11/24

第323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 飯守泰次郎 ピアノ：田村 響

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界より」

2019/1/25
2019/1/26

第324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 川瀬賢太郎

プロコフィエフ 交響曲 第１番 ニ長調 op.25「古典交響曲」
ハイドン 交響曲 第90番 ハ長調 Hob. Ⅰ-90
ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60

2019/2/8
2019/2/9

第325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 飯守泰次郎 チェロ：堤 剛

ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 op.107
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944「ザ・グレート」

2019/3/15
2019/3/16

第326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 角田鋼亮

J.Sバッハ／
エルガー 幻想曲とフーガ ハ短調 BWV537

J.Sバッハ／
バントック 「目をさませと呼ぶ声が聞こえ」

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 op.56a
シューマン 交響曲 第2番 ハ長調 op.61

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

2018/4/7
2018/4/8

第268回
定期演奏会 山形テルサホール オッコ・カム シベリウス

交響詩「フィンランディア」 op.26
交響曲 第7番 ハ長調 op.105
交響曲 第2番 ニ長調 op.43

2018/5/19
2018/5/20

第269回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 クラリネット：

ダニエル・オッテンザマー
モーツァルト

交響曲 イ短調 「オーデンセ」 K.
Anh.220/16a
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622

シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.97「ライン」

2018/6/9
2018/6/10

第270回
定期演奏会 山形テルサホール ラデク・バボラーク ホルン：ラデク・バボラーク

モーツァルト
歌劇 「コジ・ファン・トゥッテ」 序曲  k.588
ホルン協奏曲 第1番 ニ長調
k.412+k.514（386b）

シニガーニャ ロマンス op.3（ホルンと弦楽合奏のための）
M.ボク 交響的黙示録 ホ長調（委嘱新作、世界初演）
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 op.70

2018/9/1
2018/9/2

第271回
定期演奏会 山形テルサホール 阪 哲朗 チェロ：岡本侑也

ワーグナー ジークフリート牧歌  op.103
チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 イ長調  op.33
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

2018/10/13
2018/10/14

第272回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 トランペット：井上直樹

ドビュッシー 交響組曲 「春」
W.ペリー トランペット協奏曲 （日本初演）
ショスタコーヴィチ 交響曲 第1番 ヘ短調  op.10

2018/11/17
2018/11/18

第273回
定期演奏会 山形テルサホール 鈴木秀美

ソプラノ：中江早希
テノール：中嶋克彦
バス：氷見健一郎
合唱：山響アマデウスコア

ハイドン オラトリオ 「天地創造」 

2019/2/16
2019/2/17

第274回
定期演奏会 山形テルサホール ロベルト・フォレス・

ヴェセス
オーボエ：
ラモン・オルテガ・ケロ

西村 朗 桜人 ～オーケストラのための～
R.シュトラウス オーボエ協奏曲 ニ長調
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 op.36

2019/3/9
2019/3/10

第275回
定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親

ピアノ：金子三勇士
ソプラノ：髙橋絵理
合唱：山響アマデウスコア

モーツァルト 交響曲 ニ長調 K.51（46a）
“歌劇「愚か娘になりすまし」のための”

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18

ブルックナー

序曲 ト短調  WAB98
詩篇 第112篇 WAB35
詩篇 第114篇 WAB36
詩篇 第150篇 WAB38

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

2018/4/21 第53７回
定期演奏会 群馬音楽センター オッコ・カム ピアノ：レミ・ジュニエ

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2番 ヘ短調 op.21
シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 op.39

2018/5/19 第538回
定期演奏会 群馬音楽センター 井上道義 ピアノ：福間洸太朗

ショスタコーヴィチ
バレエ組曲「黄金時代」 op.22a
交響曲 第1番 ヘ短調  op.10

バーンスタイン
交響曲 第2番「不安の時代」

「ウェスト・サイド物語」より
シンフォニック・ダンス

2018/6/16 第539回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ピアノ：イノン・バルナタン

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＝
シェーンベルク ピアノ四重奏曲 第１番 ト短調 op.25（管弦楽版）
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2018/7/14 第540回
定期演奏会 群馬音楽センター 高関 健 ピアノ：北村朋樹

モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 k.488

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調
（2000年コールス校訂版）

2018/9/23 第541回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人

ソプラノ：嘉目真木子
メゾ・ソプラノ：坂本 朱
テノール：清水徹太郎
バリトン：原田 圭
合唱：群馬交響楽団合唱団

エルガー オラトリオ「神の国」 op. 51

2018/10/27 第542回
定期演奏会 群馬音楽センター 秋山和慶 ピアノ：ルーカス・ゲニューシャス ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
交響曲 第3番 イ短調 op.44

2018/11/24 第543回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人

ソプラノ：中嶋彰子、北原瑠美
メゾ・ソプラノ：金子美香
テノール：高柳 圭、児玉和弘、
櫻井 淳、芹澤佳通
バリトン：大川 博、小林啓倫
バス：清水那由太、金子 宏
合唱：群馬交響楽団合唱団

芥川也寸志 交響管弦楽のための音楽

團伊玖磨 管弦楽幻想曲《飛天繚乱》

黛 敏郎 饗宴

千住 明 オペラ「滝の白糸」より 序曲、第3幕
（演奏会形式）

2019/1/26 第544回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ヴァイオリン：三浦文彰

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 op. 63
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 op.74「悲愴」

2019/2/16 第545回
定期演奏会 群馬音楽センター クリストフ・アルト

シュテット ピアノ：小菅 優
シューマン 序曲、スケルツォとフィナーレ op. 52
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 op.70

2019/3/16 第546回
定期演奏会 群馬音楽センター 大友直人 ヴァイオリン：レジス・パスキエ

ベートーヴェン ヴァイオリン 協奏曲 ニ長調 op.61
ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

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

2018/4/14
2018/4/15

第1882回
定期演奏会
Aプログラム

NHKホール ヘルベルト・
ブロムシュテット

ベルワルド 交響曲 第3番 ハ長調「風変わりな交響曲」
（ブロムシュテット校訂版）

ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2018/4/20
2018/4/21

第1883回
定期演奏会 
C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：
マリア・ジョアン・ピレシュ ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58

交響曲 第4番 変ロ長調 op.60

2018/4/25
2018/4/26

第1884回
定期演奏会
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8番 ヘ長調 op.93

交響曲 第7番 イ長調 op.92

2018/5/12
2018/5/13

第1885回
定期演奏会
Aプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ヴァイオリン：
クリスティアン・テツラフ

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61

シベリウス

交響詩「4つの伝説」op.22より
“レンミンケイネンと乙女たち”
“トゥオネラの白鳥”
“トゥオネラのレンミンケイネン”
“レンミンケイネンの帰郷”

2018/5/18
2018/5/19

第1886回
定期演奏会
Cプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ピアノ：
アレクサンドル･トラーゼ

トルミス 序曲 第2番（1959）
ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 op.102

ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調
（1866年リンツ稿/ノヴァーク版）

2018/5/23
2018/5/24

第1887回
定期演奏会
Bプログラム

サントリーホール パーヴォ・ヤルヴィ ストラヴィンスキー
バレエ音楽「ミューズの神を率いるアポロ」
バレエ音楽「カルタ遊び」
3楽章の交響曲

2018/6/9
2018/6/10

第1888回
定期演奏会
Aプログラム

NHKホール ウラディーミル・
アシュケナージ

ピアノ：
ジャン・エフラム・バヴゼ

イベール 祝典序曲

ドビュッシー
ピアノと管弦楽のための幻想曲
牧神の午後への前奏曲
交響詩「海」

2018/6/15
2018/6/16

第1889回
定期演奏会
Cプログラム

NHKホール ウラディーミル・
アシュケナージ

ヴァイオリン：庄司紗矢香
ピアノ：
ヴィキンガー・オラフソン

メンデルスゾーン ヴァイオリン、ピアノと弦楽合奏
のための協奏曲 ニ短調

ヤナーチェク タラス・ブーリバ
コダーイ 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

2018/6/20
2018/6/21

第1890回
定期演奏会
Bプログラム

サントリーホール 尾高忠明 チェロ：マリオ・ブルネロ
カバレフスキー チェロ協奏曲 第2番 ハ短調 op.77
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2018/9/15
2018/9/16

第1891回
定期演奏会
Aプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ソプラノ：
アンナ・ルチア・リヒター

J.シュトラウスⅡ

喜歌劇「こうもり」序曲
ワルツ「南国のばら」op.388
ポルカ「クラップフェンの森で」op.336
ワルツ「皇帝円舞曲」op.437

ヨーゼフ・
シュトラウス ワルツ「うわごと」op.212

マーラー 交響曲 第4番 ト長調
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2018/9/21
2018/9/22

第1892回
定期演奏会
Cプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ
ソプラノ：ヨハンナ・ルサネン
バリトン：ヴィッレ・ルサネン
男声合唱：
エストニア国立男声合唱団

シベリウス

レンミンケイネンの歌 op.31-1
「サンデルス」op.28
交響詩「フィンランディア」op.26

（男声合唱付き）
「クレルヴォ」op.7

2018/9/26
2018/9/27

第1893回
定期演奏会
Bプログラム

サントリーホール パーヴォ・ヤルヴィ ホルン：ラデク・バボラーク

シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200

R.シュトラウス ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調
ベートーヴェン 「プロメテウスの創造物」序曲
ハイドン 交響曲 第102番 変ロ長調 Hob.Ⅰ-102

2018/10/13
2018/10/14

第1894回
定期演奏会
Aプログラム

NHKホール ヘルベルト・
ブロムシュテット

モーツァルト 交響曲 第38番 ニ長調 k.504「プラハ」

ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調（コールス校訂版）

2018/10/19
2018/10/20

第1895回
定期演奏会
Cプログラム

NHKホール ヘルベルト・
ブロムシュテット

ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 Hob.I 104「ロンドン」

マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2018/10/24
2018/10/25

第1896回
定期演奏会
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6番 ヘ長調 op.68「田園」

ステンハンマル 交響曲 第2番 ト短調 op.34

2018/11/9
2018/11/10

第1897回
定期演奏会
Cプログラム

NHKホール ジャナンドレア・
ノセダ ピアノ：アリス・紗良・オット

ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調

プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」（抜粋）

2018/11/14
2018/11/15

第1898回
定期演奏会
Bプログラム

サントリーホール ジャナンドレア・
ノセダ

チェロ：
ナレク・アフナジャリャン

レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第1組曲
ハイドン チェロ協奏曲 第1番 ハ長調 Hob.VIIb-1
ラフマニノフ 交響的舞曲 op.45

2018/11/24
2018/11/25

第1899回
定期演奏会
Aプログラム

NHKホール 広上淳一 オルガン：鈴木優人
バーバー シェリーによる一場面のための音楽  op.7
コープランド オルガンと管弦楽のための交響曲
アイヴズ 交響曲 第2番

2018/12/1
2018/12/2

第1900回
定期演奏会
Aプログラム

NHKホール アレクサンドル・
ヴェデルニコフ

ピアノ：
アンドレイ・コロベイニコフ

スヴィリドフ 組曲「吹雪」―プーシキン原作の映画から
スクリャービン ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調 op.20
グラズノフ 交響曲 第7番 ヘ長調 op.77「田園」

2018/12/7
2018/12/8

第1901回
定期演奏会
Cプログラム

NHKホール トーマス・
ヘンゲルブロック

合唱：
バルタザール・ノイマン合唱団

J.S.バッハ 組曲 第4番 ニ長調  BWV1069
J.Sバッハ／
シェーンベルク 前奏曲とフーガ 変ホ長調 BWV552「聖アン」

J.S.バッハ マニフィカト ニ長調 BWV243
（クリスマス用挿入曲付）

2018/12/12
2018/12/13

第1902回
定期演奏会
Bプログラム

サントリーホール ウラディーミル・
フェドセーエフ

児童合唱：
NHK東京児童合唱団 チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」op.71

2019/1/11
2019/1/12

第1903回
定期演奏会
Cプログラム

NHKホール ステファヌ・
ドゥネーヴ チェロ：ゴーティエ・カプソン

ルーセル バレエ組曲「バッカスとアリアーヌ」第2番
サン＝サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 op.33
ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」op.9
レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2019/1/16
2019/1/17

第1904回
定期演奏会
Bプログラム

サントリーホール トゥガン・ソヒエフ

フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」op.80
ブリテン シンプル・シンフォニー  op.4
リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シエラザード」 op.35

2019/1/26
2019/1/27

第1905回
定期演奏会
Aプログラム

NHKホール トゥガン・ソヒエフ
ハープ：
グザヴィエ・ドゥ・メストレ
ヴィオラ：佐々木亮※

リャードフ 交響詩「バーバ・ヤガー」op.56
グリエール ハープ協奏曲 変ホ長調 op.74
ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」op.16※

2019/2/9
2019/2/10

第1906回
定期演奏会
Aプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ヴァイオリン：
アリョーナ・バーエワ

R.シュトラウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.8

ハンス・ロット 交響曲 第1番 ホ長調

2019/2/15
2019/2/16

第1907回
定期演奏会
Cプログラム

NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ピアノ：
アレクサンダー・ガヴリリュク

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18

プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 op.111

2019/2/20
2019/2/21

第1908回
定期演奏会
Bプログラム

サントリーホール パーヴォ・ヤルヴィ ストラヴィンスキー

幻想曲「花火」op.4
幻想的スケルツォ op.3
ロシア風スケルツォ
葬送の歌 op.5
バレエ音楽「春の祭典」

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

2018/4/19
第587回ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール 上岡敏之 ピアノ：アンヌ･ケフェレック
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6番 イ長調 WAB106

2018/4/27
2018/4/28

第588回トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだトリフォニーホール パヴェル･ゴーガン

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」より“ダッタン人の踊り”
グラズノフ 演奏会用ワルツ 第1番 ニ長調 op.47
チャイコフスキー スラヴ行進曲 変ロ短調 op.31
ムソルグスキー／
ラヴェル 組曲「展覧会の絵」
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2018/5/12
第589回ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール ミシェル･プラッソン
ドビュッシー

「夜想曲」より“雲”、“祭り”
交響的断章「聖セバスティアンの殉教」

フランク 交響曲 ニ短調 

2018/6/29
2018/6/30

第590回トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだトリフォニーホール アンドリュー･リットン ソプラノ：林 正子
ベルク

歌劇「ルル」組曲
アルテンベルク歌曲集 op.4

マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2018/7/4
第591回ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール アンドリュー･リットン
ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 op.93

ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 op.43

2018/7/27
2018/7/28

第592回トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだトリフォニーホール 上岡敏之 ピアノ：オルガ･シェプス
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2018/9/14
2018/9/15

第593回トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだトリフォニーホール 上岡敏之 オーボエ：古部賢一 R.シュトラウス

交響詩「ドン・ファン」op.20
オーボエ協奏曲 ニ長調
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
交響詩 ｢死と変容｣ op.24

2018/9/23
第594回ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール ペトル･
アルトリヒテル スメタナ 連作交響詩「わが祖国」（全6曲）

2018/10/19
2018/10/20

第595回トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだトリフォニーホール ハンヌ･リントゥ ヴァイオリン：ヴァレリー･ソコロフ
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
リンドベルイ タイム･イン･フライト （日本初演）
シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 op.105

2018/10/27
第596回ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール 上岡敏之

ソプラノ：山口清子
アルト：清水華澄
テノール：与儀 巧
バス：原田 圭
合唱：新国立劇場合唱団

ブルックナー
交響曲 第9番 ニ短調 WAB.109

テ･デウム ハ長調 WAB.45

2018/11/16
2018/11/17

第597回トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだトリフォニーホール ローレンス･
フォスター ピアノ：ヨーゼフ･モーグ ブラームス

ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83

交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2019/1/24
第598回ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール ヤン･パスカル･ト
ルトゥリエ

ピアノ：
クシシュトフ･ヤブウォンスキ

モーツァルト 歌劇 「コジ・ファン・トゥッテ」 序曲  k.588
ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21
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｣

2019/2/1
2019/2/2

第599回トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだトリフォニーホール マルク･アルブレヒト ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調  WAB 105

2019/2/7
第600回ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール ヒュー･ウルフ クラリネット：重松希巳江 コープランド
市民のためのファンファーレ
クラリネット協奏曲
交響曲 第3番

2019/3/22
2019/3/23

第601回トパーズ
<トリフォニー･
シリーズ>

すみだトリフォニーホール 上岡敏之 ピアノ:クレール=マリ･ル・ゲ
モーツァルト 交響曲 第31番 ニ長調 k.297 ｢パリ｣
ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
マニャール 交響 曲第4番 嬰ハ短調 op,21

2019/3/30
第602回ジェイド
<サントリーホー
ル･シリーズ>

サントリーホール 上岡敏之
ソプラノ：森谷真理
アルト：カトリン･ゲーリング
合唱：栗友会合唱団

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

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

2018/4/14 第659回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット

マーラー 交響曲 第10番よりアダージョ
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 WAB109

2018/5/26 第660回
定期演奏会 サントリーホール 飯森範親 ソプラノ：角田祐子

バリトン：クリスティアン・ミードル
ヘンツェ 交響的侵略「マラトンの墓の上で」
ツィンマーマン 歌劇「白いバラ」（1985年第2稿、日本初演）

2018/6/23 第661回
定期演奏会 サントリーホール 秋山和慶 ピアノ：マルカンドレ・アムラン

クララ・シューマン
（グリム編） 行進曲 変ホ長調

シューマン 交響曲 ト短調 「ツヴィッカウ」 （未完成交響曲）
ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op.15

2018/7/14 第662回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット

テノール：マクシミリアン・シュミット
メゾ・ソプラノ：サーシャ・クック
バリトン：クリストファー・モルトマン
合唱：東響コーラス

エルガー オラトリオ「ジェロンティウスの夢」op.38

2018/9/22 第663回
定期演奏会 サントリーホール ユベール・スダーン ヴァイオリン：堀米ゆず子

ハイドン 交響曲 第100番 ト長調 Hob.Ⅰ-100「軍隊」
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 k.218
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 op.68「田園」

2018/10/20 第664回
定期演奏会 サントリーホール ダン・エッティンガー メゾ・ソプラノ：エドナ・プロホニク

ワーグナー ヴェーゼンドンクの5つの詩
ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2018/11/3 第665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：ヒンリッヒ・アルパース

ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 op.27

2018/12/15 第666回
定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット フルート：甲藤さち

（東京交響楽団 首席奏者）
ヴァレーズ

密度21.5 （無伴奏フルートのための）
アメリカ （1927年改訂版）

R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 op.40
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2019/1/12 第667回
定期演奏会 サントリーホール ロレンツォ・

ヴィオッティ

ソプラノ：森谷真理
メゾ・ソプラノ：清水華澄
テノール：福井 敬
バス：リアン・リ
合唱：東響コーラス

ヴェルディ レクイエム

2019/3/25 第668回
定期演奏会 サントリーホール クリシユトフ・

ウルバンスキ
ヴァイオリン：
ヴェロニカ・エーベルレ

モーツアルト ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 k.219
「トルコ風」

ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 op.43

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

2018/5/9 第315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：清水和音

ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」（原典版）
ニールセン 交響曲 第6番「素朴な交響曲」
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30

2018/6/8 第316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26番 ニ短調 Hob.Ⅰ－26
「ラメンタツィオーネ」

シューマン チェロ協奏曲 イ短調 op.129

シューベルト
劇音楽「魔法の竪琴」序曲 D.644
交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

2018/7/13 第317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

ソプラノ：橋爪ゆか
メゾ・ソプラノ：増田弥生
テノール：与儀 巧
バス：清水那由太
合唱：東京シティ・フィル・コーア

ブラームス ネーニエ（悲歌）op.82

ブルックナー ミサ曲 第3番 ヘ短調 WAB.28

2018/9/15 第318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

トルケマダ：村上公太
コンセプシオン：半田美和子
ゴンサルヴェ：樋口達哉
ラミーロ：桝 貴志
ドン・イニーゴ・ゴメス：北川辰彦

モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 k. 543

ラヴェル 歌劇「スペインの時」（演奏会形式）

2018/10/19 第319回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール トンチエ・ツァン ヴァイオリン：三浦文彰

ハイドン 交響曲 第102番 変ロ長調 Hob.Ⅰ - 102
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 k.216
プッチーニ 交響的前奏曲
レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2018/11/16 第320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：野田清隆

合唱：東京シティ・フィル・コーア

ストラヴィンスキー 詩篇交響曲
武満 徹 弦楽のためのレクイエム
ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

2019/1/11 第321回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 飯守泰次郎 ブラームス

交響曲 第3番 ヘ長調 op.90
交響曲 第1番 ハ短調 op.68

2019/2/16 第322回
定期演奏会

東京オペラシティ
コンサートホール 下野竜也 ヴァイオリン：南 紫音

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
シェーンベルク ヴァイオリン協奏曲 op.36

スッペ

序曲「ウィーンの朝、昼、晩」
喜歌劇「怪盗団」序曲
喜歌劇「美しきガラティア」序曲
喜歌劇「軽騎兵」序曲

2019/3/16 第323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：小山実稚恵

コダーイ ガランタ舞曲
バルトーク ピアノ協奏曲 第2番
コダーイ ハンガリー民謡「孔雀が飛んだ」による変奏曲

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

2018/4/9
第852回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 大野和士
メゾソプラノ：リリ・パーシキヴィ
児童合唱：東京少年少女合唱隊
女声合唱：新国立劇場合唱団 

マーラー 交響曲 第3番 ニ短調

2018/4/10
第853回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 大野和士
メゾソプラノ：リリ・パーシキヴィ
児童合唱：東京少年少女合唱隊
女声合唱：新国立劇場合唱団 

マーラー 交響曲 第3番 ニ短調

2018/4/19
第854回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 大野和士

リムスキー＝
コルサコフ 序曲「ロシアの復活祭」op.36

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」より “ダッタン人の踊り”
チャイコフスキー 交響曲 第3番 ニ長調 op.29「ポーランド」

2018/5/22
第855回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 下野竜也 ソプラノ：ヒラ・プリットマン

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」

コリリアーノ
ミスター・タンブリンマン
～ボブ・ディランの7つの詩（2003年）～

（日本初演）

2018/5/28
第856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：アレクサンドラ・スム
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」op.92
グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 op.82
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 op.70
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2018/6/4
第857回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール ダニエーレ・
ルスティオーニ ヴァイオリン：フランチェスカ・デゴ

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」 序曲 k.492
ヴォルフ＝
フェラーリ ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.26

R.シュトラウス 交響的幻想曲「イタリアより」op.16

2018/6/11
第858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 チェロ：宮田 大
シューベルト 交響曲 第3番 ニ長調 D.200
矢代秋雄 チェロ協奏曲（１９６０）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 op.67「運命」

2018/7/21
第859回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場コンサート
ホール アラン・ギルバート

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界より」

バーンスタイン 「ウェスト・サイド物語」より
シンフォニック・ダンス

ガーシュイン パリのアメリカ人

2018/9/6
第860回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール アントニ・ヴィト ピアノ：
シャルル・リシャール=アムラン

ワーグナー 序曲「ポローニア」
ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21
ルトスワフスキ 交響曲 第3番 （1983）

2018/9/22
第861回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 ローレンス・レネス
チェロ：ジャン＝ギアン・ケラス
女声合唱：
ヴォクスマーナ、女声合唱団 暁

ナッセン フローリッシュ・ウィズ・ファイヤーワークス
（1993）

武満 徹 オリオンとプレアデス‐チェロと
オーケストラのための （1984）

ホルスト 組曲「惑星」op.32

2018/10/13
第862回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 大野和士 ピアノ：リーズ・ドゥ・ラ・サール

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」op.9
ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ドビュッシー 管弦楽のための「映像」より “イベリア”
ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲

2018/10/19
第863回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 大野和士
ヴィオラ：タベア・ツィンマーマン
ヴィオラ：アントワン・タメスティ
オルガン：室住素子

マントヴァーニ ２つのヴィオラと管弦楽のための協奏曲
（2009年）（日本初演）

サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調  op.78「オルガン付」

2018/10/24
第864回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 大野和士
ソプラノ：
アウシュリネ・ストゥンディーテ
バリトン：アルマス・スヴィルパ

シュレーカー 室内交響曲

ツェムリンスキー 抒情交響曲 op.18

2018/11/7
第865回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 小泉和裕 ヴァイオリン：レイ・チェン 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

2018/11/8
第866回
定期演奏会
Bシリーズ

サントリーホール 小泉和裕 ヴァイオリン：レイ・チェン 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

2018/11/21
第867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 ピアノ：河村尚子

ワイル 交響曲 第2番
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6番 ロ短調 op.54

2018/12/10
第868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
メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 op.26
シューマン 交響曲 第1番 変ロ長調 op.38「春」
ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2018/12/18
第869回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 アラン・ギルバート チェロ：ターニャ・テツラフ 
ヴィオラ：鈴木 学

R.シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」op.35

ビゼー 歌劇「カルメン」組曲より
（アラン・ギルバート・セレクション）

リムスキー＝
コルサコフ スペイン奇想曲 op.34

2018/12/19
第870回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 アラン・ギルバート チェロ：ターニャ・テツラフ 
ヴィオラ：鈴木 学

R.シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」op.35

ビゼー 歌劇「カルメン」組曲より
（アラン・ギルバート・セレクション）

リムスキー＝
コルサコフ スペイン奇想曲 op.34

2019/1/10
第871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：
パトリツィア・コパチンスカヤ

シェーンベルク ヴァイオリン協奏曲 op.36

ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調 WAB106
（ノヴァーク版）

2019/1/15
第872回
定期演奏会
Aシリーズ

東京文化会館 大野和士 テノール：イアン・ボストリッジ
ブゾーニ 喜劇序曲op.38
マーラー 「少年の不思議な角笛」より
プロコフィエフ 交響曲 第6番 変ホ短調 op.111

2019/2/2
第873回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 ニコラス・コロン ピアノ：キット・アームストロング

ストラヴィンスキー バレエ組曲「プルチネルラ」
ハイドン ピアノ協奏曲 ニ長調 Hob.XVⅡ-11
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1945年版）
ハイドン ファンタジア ハ長調 Hob.XVⅡ:4

2019/3/26
第874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 チェロ：ガブリエル・リプキン
ブラームス 悲劇的序曲 op.81
ブロッホ ヘブライ狂詩曲 「シェロモ」
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47

2019/3/31
第875回
定期演奏会
Cシリーズ

東京芸術劇場 エリアフ・インバル ピアノ：サリーム・アシュカール
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 op.15

チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 op.64
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東京ニューシティ管弦楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2018/6/9 第118回
定期演奏会

練馬文化センター
大ホール

内藤 彰
神津善行

語り：
中村メイコ、神津カンナ
神津はづき
琵琶：坂田美子

フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」序曲
神津善行 音楽物語「傷ついた渡り鳥」
リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シエラザード」 op.35

2018/8/5 第119回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 三ツ橋敬子

ソプラノ：柴田智子、浅川荘子
テノール：大田 翔
バリトン：大山大輔
ヴォーカル：白鳥光夏、
飯塚あゆみ、中村桜子、
豊川いず美、中野太一

ガーシュウィン 「ポーギーとベス」より“キャットフィッシュ・ロウ” 
“サマータイム” “ベス、おまえは俺のものだ”

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”
「ミサ」より“シンプル・ソング”
「ソング・フェスト」より“ブルゴスの女”
「キャンディード」より“序曲” “庭を造ろう”
「ワンダフル・タウン」より“オハイヨ”
「ピーターパン」より“ドリーム・ウィズ・ミー”
「シンフォニック・ダンス」よりプロローグ、
サムウェア、スケルツォ、マンボ、チャチャチャ、
出会いの場面、ランブル、フィナーレ

「ウェスト・サイド物語」より“マリア” “アメリカ”

2018/9/25 第120回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール ヌーノ・コエーリョ マリンバ：塚越慎子

シューマン 序曲、スケルツォとフィナーレ op. 52

伊福部昭 マリンバとオーケストラのための
ラウダ・コンチェルタータ

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 op.92

2018/11/2 第121回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 曽我大介

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」
ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」
リムスキー＝
コルサコフ スペイン綺想曲 op.34

ファリャ バレエ音楽「三角帽子」 第1、第2組曲

ラヴェル ボレロ

2019/1/19 第122回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール

アーネスト・
ホッツェル チェロ：ミー・リョ

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4番 ヘ短調 op.36

2019/3/16 第123回
定期演奏会

東京芸術劇場
コンサートホール 内藤 彰 ヴァイオリン：チェン・ジョウ

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調（川崎高伸校訂版）

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

2018/5/6
第906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

フロレスタン （T）：
ペーター・ザイフェルト
レオノーレ （S）：マヌエラ・ウール
ドン・フェルナンド （Br）：
小森輝彦
ドン・ピツァロ （Br）：
ルカ・ピサローニ
ロッコ （Bs）：
フランツ=ヨーゼフ・ゼーリヒ
マルツェリーネ（S）：
シルヴィア・シュヴァルツ
ヤキーノ（T）：大槻孝志
合唱：東京オペラシンガーズ 

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」（演奏会形式）

2018/5/8
第907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

フロレスタン （T）：
ペーター・ザイフェルト
レオノーレ （S）：マヌエラ・ウール
ドン・フェルナンド （Br）：
小森輝彦
ドン・ピツァロ （Br）：
ルカ・ピサローニ
ロッコ （Bs）：
フランツ=ヨーゼフ・ゼーリヒ
マルツェリーネ（S）：
シルヴィア・シュヴァルツ
ヤキーノ（T）：大槻孝志
合唱：東京オペラシンガーズ 

ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」（演奏会形式）

2018/5/31
第908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 ヴァイオリン： パヴェル・ベルマン

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」より“ダッタン人の踊り”

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
交響曲 第5番 ニ短調 op.47

2018/6/24
第909回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール 渡邊一正 ピアノ：萩原麻未

バーンスタイン 「キャンディード」序曲
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

レスピーギ
リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲

交響詩「ローマの松」

2018/7/19
第910回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール ロレンツォ・
ヴィオッティ ピアノ：小山実稚恵

ラヴェル
道化師の朝の歌

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
交響詩「海」
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2018/10/5
第911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 ヴァイオリン：チョン・キョンファ
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 「オルガン付」

2018/11/16
第912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

メフィストーフェレ （Bs）：
マルコ・スポッティ
ファウスト （T）：
ジャンルーカ・テッラノーヴァ
マルゲリータ／エレーナ （S）：
マリア・テレーザ・レーヴァ
マルタ／パンターリス （Ms）：
清水華澄
ヴァグネル／ネレーオ （T）：与儀 巧
合唱：新国立劇場合唱団 
児童合唱：世田谷ジュニア合唱団 

ボーイト 歌劇「メフィストーフェレ」（演奏会形式）

2018/11/18
第913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

メフィストーフェレ （Bs）：
マルコ・スポッティ
ファウスト （T）：
ジャンルーカ・テッラノーヴァ
マルゲリータ／エレーナ （S）：
マリア・テレーザ・レーヴァ
マルタ／パンターリス （Ms）：
清水華澄
ヴァグネル／ネレーオ （T）：与儀 巧
合唱：新国立劇場合唱団 
児童合唱：世田谷ジュニア合唱団 

ボーイト 歌劇「メフィストーフェレ」（演奏会形式）

2019/1/23
第914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

デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」
ザンドナーイ 「白雪姫」
リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シエラザード」 op.35

2019/1/27
第915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

デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」
ザンドナーイ 「白雪姫」
リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シエラザード」 op.35

2019/2/15
第916回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール チョン・ミョンフン マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2019/2/17
第917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 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2019/3/13
第918回
サントリー
定期シリーズ

サントリーホール ミハイル・
プレトニョフ ヴァイオリン：ユーチン・ツェン

チャイコフスキー
スラヴ行進曲 op.31
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

ハチャトリアン
バレエ「スパルタクス」より アダージョ
交響曲 第3番「交響詩曲」

2019/3/21
第919回
オーチャード
定期演奏会

オーチャードホール ミハイル・
プレトニョフ ヴァイオリン：ユーチン・ツェン

チャイコフスキー
スラヴ行進曲 op.31
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

ハチャトリアン
バレエ「スパルタクス」より アダージョ
交響曲 第3番「交響詩曲」

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

2018/4/27
2018/4/28

第699回
東京定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン

ワーグナー
歌劇「タンホイザー」序曲
歌劇「ローエングリン」より第1幕、
第3幕への前奏曲

ワーグナー/
マゼール 言葉のない「指環」

2018/5/18
2018/5/19

第700回
東京定期演奏会 サントリーホール アレクサンドル・

ラザレフ

チェロ：辻本 玲
ユーモルプ：ポール・グローヴス（T）
ペルセフォーヌ：ドルニオク綾乃

（ナレーション）
合唱：晋友会合唱団
児童合唱：東京少年少女合唱隊

プロコフィエフ 交響的協奏曲 ホ短調 op.125

ストラヴィンスキー ペルセフォーヌ

2018/6/15
2018/6/16

第701回
東京定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン ピアノ：サリーム・アシュカール

シューベルト イタリア風序曲 第2番 ハ長調 D591

メンデルスゾーン
ピアノ協奏曲 第2番 ニ短調 op.40
交響曲 第4番 イ長調 op.90「イタリア」

2018/7/6
2018/7/7

第702回
東京定期演奏会 サントリーホール 広上淳一

ソプラノ：鈴木玲奈、吉田和夏
アルト：中山茉莉
テノール：吉田浩之
バス：浅井隆仁
合唱：東京音楽大学

J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

尾高惇忠 交響曲「時の彼方へ」

J.S.バッハ マニフィカト ニ長調 BWV243

2018/9/7
2018/9/8

第703回
東京定期演奏会 サントリーホール 山田和樹 ピアノ：萩原麻未

三善 晃 ピアノ協奏曲
プーランク シンフォニエッタ
デュカス＝
ストコフスキー 交響詩「魔法使いの弟子」

デュティユー 交響曲 第2番「ル・ドゥーブル」

2018/10/12
2018/10/13

第704回
東京定期演奏会 サントリーホール ピエタリ・インキネン

シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D485
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 WAB.109

2018/11/9
2018/11/10

第705回
東京定期演奏会 サントリーホール アレクサンドル・

ラザレフ
グラズノフ 交響曲 第8番 変ホ長調 op.83
ショスタコーヴィチ 交響曲 第12番 ニ短調 op.112「1917年」
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2018/12/7
2018/12/8

第706回
東京定期演奏会 サントリーホール 沼尻竜典 ソプラノ：エディット・ハラー

ベルク 歌劇「ヴォツェック」より “3つの断章”
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

2019/1/25
2019/1/26

第707回東京
定期演奏会 サントリーホール 小林研一郎 チェロ：堤 剛

シューマン チェロ協奏曲 イ短調 op.129
チャイコフスキー 交響曲 第3番 ニ長調 op.29「ポーランド」

2019/3/15
2019/3/16

第708回東京
定期演奏会 サントリーホール アレクサンダー・

リープライヒ

ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
ルトスワフスキ 交響曲 第3番
ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 op.93

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

2018/4/20 第577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
アイヴズ ニューイングランドの3つの場所
マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2018/5/30 第578回
定期演奏会 サントリーホール イラン・ヴォルコフ ピアノ：河村尚子

プロコフィエフ アメリカ序曲 変ロ長調 op.42
バーンスタイン 交響曲 第2番「不安の時代」
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47

2018/6/19 第579回
定期演奏会 サントリーホール コルネリウス・

マイスター
チェロ：石坂団十郎
ヴィオラ：柳瀬省太 R.シュトラウス

交響詩「ドン・キホーテ」op.35
歌劇「カプリッチョ」から前奏曲と月光の音楽
歌劇「影のない女」による交響的幻想曲

2018/7/5 第580回
定期演奏会 サントリーホール 小林研一郎 ピアノ：エリソ・ヴィルサラーゼ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 op.15
チャイコフスキー マンフレッド交響曲 op.58

2018/9/28 第581回
定期演奏会 サントリーホール シルヴァン・

カンブルラン ヴァイオリン：諏訪内晶子

ペンデレツキ 広島の犠牲者に捧げる哀歌
シマノフスキ ヴァイオリン協奏曲 第１番 op.35
ハース 静物
ラヴェル ラ・ヴァルス

2018/10/26 第582回
定期演奏会 サントリーホール 鈴木雅明

ソプラノ：リディア・トイシャー
テノール：櫻田 亮
合唱：RIAS室内合唱団

J.M.クラウス 教会のためのシンフォニア ニ長調 VB146
モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 k. 543

メンデルスゾーン
オラトリオ「キリスト」 op.97
詩編 第42番「鹿が谷の水を慕うように」 
op.42

2018/11/28 第583回
定期演奏会 サントリーホール デニス・ラッセル・

デイヴィス
フルート： エマニュエル・パユ
ハープ：
マリー＝ピエール・ラングラメ

スクロヴァチェフスキ ミュージック・アット・ナイト

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）

アダムズ シティ・ノワール

2019/1/18 第584回
定期演奏会 サントリーホール 山田和樹 ピアノ：小菅 優

諸井三郎 交響的断章

藤倉 大 ピアノ協奏曲 第3番〈インパルス〉
（共同委嘱作品／日本初演）

ワーグナー 舞台神聖祭典劇「パルジファル」より
“第1幕への前奏曲”

スクリャービン 交響曲 第4番「法悦の詩」op.54

2019/2/22 第585回
定期演奏会 サントリーホール ローター・

ツァグロゼク
リーム Ins Offene… （第2稿／日本初演）
ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 WAB.107

2019/3/14 第586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

ソプラノ：レイチェル・ニコルズ
メゾソプラノ：
クラウディア・マーンケ
テノール：
ロバート・ディーン・スミス
テノール：ユルゲン・ザッヒャー
バリトン 語り：ディートリヒ・へンシェル
合唱：新国立劇場合唱団

シェーンベルク グレの歌

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

2018/4/7 第338回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎 ソプラノ：福原寿美枝 バーンスタイン

スラヴァ！「政治的序曲」
「ウェスト・サイド物語」より
シンフォニック・ダンス
交響曲 第１番 「エレミア」

2018/5/19 第339回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 沼尻竜典 マーラー 交響曲 第9番 ニ長調

2018/6/16 第340回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 高関 健

ピアノ：
アルセーニ･
タラセヴィチ=ニコラーエフ

シチェドリン ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
ー 管弦楽のための交響的断章（日本初演）

ベートーヴェン
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37
交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」

2018/7/6 第341回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 尾高忠明 ヴァイオリン：スヴェトリン・ルセフ

リャードフ 交響詩「魔法にかけられた湖」op.62
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 op.63
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47
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2018/9/8 第342回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 小泉和裕

ブラームス 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90

R.シュトラウス
交響詩「ドン・ファン」op.20
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快
ないたずら」op.28

2018/10/13 第343回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎

ソプラノ：市原 愛
メゾ・ソプラノ：波多野睦美
ピアノ：野田清隆
児童合唱：
横須賀芸術劇場少年少女合唱団

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

マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2018/11/17 第344回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール ロリー・マクドナルド

エルガー 序曲「南国にて（アラッシオ）」op.50
ワーグナー/
デ・フリーヘル

「ニーベルングの指環」
－ オーケストラル・アドヴェンチャー

2018/11/30 第345回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール パスカル・ヴェロ ヴィオラ：大島 亮

イベール 交響組曲「寄港地」3つの交響的絵画
ハイドン 交響曲 第44番 ホ短調 Hob.Ⅰ－44「悲しみ」
ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」op.16

2019/1/26 第346回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール クリスチャン・

リンドバーグ
トロンボーン:
クリスチャン・リンドバーグ

ヒンデミット 弦楽と金管のための協奏音楽 op.50
L.モーツァルト アルト・トロンボーン協奏曲 ニ長調
シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 op.43

2019/2/9 第347回
定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎 メゾ・ソプラノ：藤村実穂子

マーラー リュッケルトの詩による5つの歌曲
ハンス・ロット 交響曲 第1番 ホ長調

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

2018/6/9 第402回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 川瀬賢太郎 語り：谷 花音

武満 徹
波の盆
系図

シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.97 「ライン」

2018/6/21 第403回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 下野竜也 ハープ：吉野直子

ブリテン 音楽のマチネ（マチネ・ミュージカル）
N.ロータ ハープ協奏曲

ロッシーニ

歌劇「シンデレラ」序曲
歌劇「絹のはしご」序曲
歌劇「アルジェのイタリア女」序曲
歌劇「セミラーミデ」序曲

2018/7/7 第404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・
リープライヒ

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）

ワーグナー ジークフリートの牧歌
ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 op.21

2018/7/30 第405回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

マルク・
ミンコフスキー

ペレアス：
スタニスラス・ドゥ・バルベラック（T）
メリザンド：キアラ・スケラート（S）
ゴロー：アレクサンドル・ドゥハメル（B）
アルケル：ジェローム・ヴァルニエ（B）
ジュヌヴィエーヴ：シルヴィ・ブル
ネ＝グルッポーソ（Ms）
イニョルド：マエリ・ケレ
医師、牧童：ジャンーヴァンサン・ブロ
合唱：ドビュッシー特別合唱団

ドビュッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」（演奏会形式）

2018/9/20 第406回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 川瀬賢太郎 ピアノ：小山実稚恵

ハイドン 交響曲 第90番 ハ長調
モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 k.466
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 op.67 「運命」

2018/10/13 第407回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール ユベール・スダーン ヴァイオリン：堀米ゆず子

シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第1番 変ロ長調 k.207
ハイドン 交響曲 第103番 変ホ長調 「太鼓連打」

2018/11/1 第408回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 鈴木雅明

ソプラノ：リディア・トイシャー
テノール：櫻田 亮
合唱RIAS室内合唱団

クラウス 教会のためのシンフォニア
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 k.550

メンデルスゾーン
オラトリオ「キリスト」 op.97
詩編 42番 op.42

2018/11/29 第409回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール オリ・ムストネン ピアノ：オリ・ムストネン

ヒンデミット 4つの気質 “ピアノと弦楽オーケストラのため
の主題と返送”

ムストネン 九重奏曲 第2番（弦楽合奏版、日本初演）

ラウタヴァーラ カントゥス・アルクティクス
「鳥と管弦楽のための協奏曲」

シベリウス
劇付随音楽「ペレアスとメリザンド」組曲 
op.46
アンダンテ・フェスティーヴォ JS34
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2019/1/12 第410回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

フォルクハルト・
シュトイデ

（リーダー）
ヴァイオリン：
フォルクハルト・シュトイデ

モーツァルト
交響曲 第1番 変ホ長調 k.16
ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 k.218

J.シュトラウスⅡ 歌劇「ジプシー男爵」序曲
ヨーゼフ・
シュトラウス ポルカ「休暇旅行で」op.133

J.シュトラウスⅡ ポルカ「クラッペンノ森にて」op.336
E.シュトラウス ポルカ「人が笑い生きるところ」op.108

J.シュトラウスⅡ

ワルツ「愛の歌」op.114
ギャロップ「ため息」op.9
ポルカ「ハンガリー万歳」op.332
ワルツ「皇帝円舞曲」op.437

2019/1/26 第411回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

ポール＝
エマニエル・トーマス ピアノ：松田華音

コダーイ ガランタ舞曲

ラヴェル
ピアノ協奏曲 ト長調
バレエ音楽「マ・メール・ロワ」（全曲）

2019/2/16 第412回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール 川瀬賢太郎

ソプラノ：半田美和子
メゾ・ソプラノ：藤村実穂子
語り：進藤健太郎
合唱：OEK合唱団

ワーグナー ヴェーゼンドンクの5つの詩

メンデルスゾーン 劇音楽「真夏の夜の夢」 op.21,61

2019/3/9 第413回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール

エンリコ・オノフリ
（リーダー） ヴァイオリン：エンリコ・オノフリ

ハイドン ヴァイオリン協奏曲 ト長調  Hob.VIIa:4
モーツァルト 交響曲 第25番 ト短調 k.183
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
ハイドン 交響曲 第70番 ニ長調 Hob.1-70

2019/3/27 第414回
定期公演

石川県立音楽堂
コンサートホール ユベール・スダーン ピアノ：リーズ・ドゥ・ラ・サール

モーツァルト
歌劇「皇帝ティートの慈悲」 序曲 k.621
ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 k.271「ジェノム」

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」

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

2018/4/20 第161回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール 角田鋼亮 ピアノ：イリーナ・メジューエワ

シベリウス 交響詩「春の歌」op.16
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op.16
ラーション 田園組曲 op.19
アッテルベリ 交響曲 第4番 ト短調 op.14

2018/6/1 第162回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール マーク・マスト

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 op.84
ブルックナー 交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」

2018/7/7 第163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：岡田 将

加藤昌則 Sixteenth Montage（委嘱作品、世界初演）
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 op.88

2018/8/10 第164回
定期演奏会

三井住友海上
しらかわホール

ディエゴ・
マルティン・
エチェバリア

モーツァルト 歌劇「イドメネオ」へのバレエ音楽 k.367
ストラヴィンスキー バレエ音楽「プルチネルラ」組曲
ボロディン 歌劇「イーゴリ公」より“ダッタン人の踊り”
ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」組曲（1919年版）

2018/11/16 第165回
定期演奏会

電気文化会館
ザ・コンサートホール 齊藤一郎 ソプラノ：柳原由香

エレクトロニクス：有馬純寿

ハイドン 交響曲 第22番 変ホ長調 「哲学者」Hob.Ⅰ-22

山本和智 女声、室内オーケストラと
ライブ・エレクトロニクスのための「韻律の塔」

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 op.92

2019/1/24 第166回
定期演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

レオシュ・
スワロフスキー サクソフォン：須川展也

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

ファジル・サイ アルト・サクソフォンと管弦楽のための「バラード」
op.67 （須川展也委嘱作品／2016）

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

ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
ドビュッシー 交響詩「海」

2019/3/15 第167回
定期演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

レオシュ・
スワロフスキー スメタナ 連作交響詩「わが祖国」（全6曲）

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

2018/4/20
2018/4/21

第456回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ／
ドストエフスキー
『死の家の記録』＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール ロッセン・ゲルゴフ マリンバ：大茂絵里子

ヤナーチェク／
イーレク編 歌劇「死者の家から」組曲

伊福部昭 マリンバとオーケストラのための
ラウダ・コンチェルタータ

ゴレミノフ 弦楽のための5つのスケッチ
ヤナーチェク  シンフォニエッタ
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2018/5/18
2018/5/19

第457回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ／
バイロン

『マンフレッド』＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール ユベール・スダーン ホルン：アレッシオ・アレグリーニ

モーツァルト  

ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 k.412+k.514
（386b）
歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲
ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 k.495

チャイコフスキー  マンフレッド交響曲 op.58

2018/6/15
2018/6/16

第458回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ／
トルストイ
『戦争と平和』＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 小泉和裕 ピアノ：小山実稚恵

プロコフィエフ  歌劇「戦争と平和」op.91 序曲

チャイコフスキー  ピアノ 協奏曲 第1番 変ロ長調 op.23

プロコフィエフ  交響曲 第7番 嬰ハ短調 op.131「青春」

2018/7/13
2018/7/14

第459回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ／
ボードレール

『悪の華』＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール

ティエリー・
フィッシャー

チェロ：ニコラ・アルトシュテット
ソプラノ：盛田麻央
メゾ・ソプラノ：富岡明子
合唱：愛知県立芸術大学
女声合唱団

デュティユー チェロ協奏曲 「遥かなる遠い国へ」

メンデルスゾーン 劇音楽「真夏の夜の夢」 op.21,61

2018/9/7
2018/9/8

第460回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ／
オーデン

『不安の時代』／
バーンスタイン生誕
100年記念＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 川瀬賢太郎 ピアノ：小曽根真 バーンスタイン

スラヴァ！「政治的序曲」

「ウェスト・サイド物語」よりシンフォニック・ダンス

交響曲 第2番 「不安の時代」

2018/10/12
2018/10/13

第461回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ／
ゲーテ

『ファウスト』＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 小泉和裕

共演：
中部フィルハーモニー交響楽団
ソプラノ：並河寿美、
大隅智佳子、三宅理恵
アルト：加納悦子、福原寿美枝
テノール：望月哲也
バリトン：宮本益光
バス：久保和範
合唱：グリーン・エコー
名古屋市民コーラス
名古屋混声合唱団
一宮第九をうたう会
名古屋シティーハーモニー
クール・ジョワイエ
児童合唱：名古屋少年少女合唱団

マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調 「千人の交響曲」

2018/11/22
2018/11/23

第462回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ／
シェイクスピア

『ロミオと
ジュリエット』＞

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 円光寺雅彦 ヴァイオリン：辻彩奈

ショスタコーヴィチ
スケルツォ 嬰ヘ短調 op.1

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
抜粋

2018/12/7
2018/12/8

第463回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ／
メーテルランク

『ペレアスと
メリザンド』＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 小泉和裕 ピアノ：ゲルハルト・オピッツ

シューマン  ピアノ協奏曲 イ短調 op.54

シェーンベルク  交響詩「ペレアスとメリザンド」 op.5

2019/1/18
2019/1/19

第464回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ／
アンデルセン

『人魚姫』＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール

ジョン・
アクセルロッド ヴァイオリン：成田達輝

ラヴェル  バレエ音楽「マ・メール・ロワ」（全曲）

酒井健治 ヴァイオリン協奏曲「G線上で」

ツェムリンスキー  交響詩「人魚姫」

2019/2/22
2019/2/23

第465回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ/レム
「ソラリス」/
日本音楽財団
ストラディヴァリウス・
シリーズ5
「ドラゴネッティ」＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール アントニ・ヴィット ヴァイオリン：

ヴェロニカ・エーベルレ

藤倉 大 「ソラリス」組曲 （日本初演）

ドヴォルザーク  ヴァイオリン協奏曲 イ短調 op.53

チャイコフスキー  交響曲 第5番 ホ短調 op.64

2019/3/22
2019/3/23

第466回
定期演奏会
＜「文豪クラシック」
シリーズ/
ニーチェ

「ツァラツゥストラ」＞

愛知県芸術劇場
コンサートホール 小泉和裕 ピアノ：セドリック・ティベルギアン

モーツァルト  交響曲 第35番 ニ長調 k.385「ハフナー」

リスト  ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 s.124

Rシュトラウス  交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 op.30

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

2018/4/13 第622回
定期演奏会

京都コンサートホール・
大ホール ダミアン・イオリオ 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」

2018/5/19
2018/5/20

第623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：河村尚子

バーンスタイン 交響組曲「波止場」
ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 op.70
バーンスタイン 交響曲 第2番「不安の時代」
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2018/6/15 第624回
定期演奏会

京都コンサートホール　
大ホール リオ・クオクマン ヴァイオリン：

ヨゼフ・シュパチェク

ジェニファー・
ヒグドン ブルー・カセドラル（日本初演）

ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 op.53
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 op.74「悲愴」

2018/7/21
2018/7/22

第625回
定期演奏会

京都コンサートホール・
大ホール 下野竜也 ピアノ：野田清隆

シューマン
（野本洋介編） 「天使の主題による変奏曲」からテーマ

尾高惇忠 ピアノ協奏曲
ブルックナー 交響曲 第1番 ハ短調 （リンツ稿・ハース版）

2018/8/26 第626回
定期演奏会

京都コンサートホール・
大ホール 高関 健

ソプラノ：木下美穂子
テノール：小原啓楼
バリトン：大西宇宙
合唱：京響コーラス
児童合唱：京都市少年合唱団

ブリテン 戦争レクイエム op.66

2018/9/22
2018/9/23

第627回
定期演奏会

京都コンサートホール・
大ホール 準・メルクル

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」から
序曲とヴェヌスベルクの音楽

グリーグ 「ペール・ギュント」組曲第1番 op.46
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.98

2018/10/12 第628回
定期演奏会

京都コンサートホール・
大ホール ヨエル・レヴィ ヴァイオリン：

ヴィヴィアン・ハーグナー

モーツァルト 交響曲 第32番 ト長調 ｋ.318
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

2018/11/17
2018/11/18

第629回
定期演奏会

京都コンサートホール・
大ホール

アレクサンドル・
ラザレフ

グラズノフ バレエ音楽「四季」op.67
ボロディン 交響曲 第2番 ロ短調

2019/1/19
2019/1/20

第630回
定期演奏会

京都コンサートホール・
大ホール マルク・アンドレーエ ピアノ：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 op.15
ムソルグスキー
／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2019/2/15 第631回
定期演奏会

京都コンサートホール・
大ホール 秋山和慶 ピアノ：小山実稚恵 ラフマニノフ

ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
交響曲 第3番 イ短調 op.44

2019/3/16
2019/3/17

第632回
定期演奏会

京都コンサートホール・
大ホール 広上淳一 マーラー 交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

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

2018/4/27 第217回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡清高 ピアノ：

クリストファー・ヒンターフーバー

シュレーカー 弦楽のための間奏曲 op.8
コルンゴルド 左手のためのピアノ協奏曲  嬰ハ調 op.17
シェーンベルク／
シュタイン 交響詩「ペレアスとメリザンド」 op.5

2018/6/1 第218回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール カーチュン・ウォン

ストラヴィンスキー バレエ組曲「プルチネルラ」（1949年版）
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 op.27

2018/6/29 第219回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール エルンスト・タイス ピアノ：小川典子

シェーンベルク 清められた夜 op.4
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）
シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D485

2018/7/20 第220回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 川瀬賢太郎

元帥夫人：木澤佐江子（S）
オクタヴィアン伯爵：上村智恵（Ms）
ソフィー：北野加織（S）
ファニナル：黒田まさき（Br）

モーツァルト セレナード 第9番 ニ長調 k.320
「ポストホルン」（交響曲版)

R.シュトラウス 歌劇「ばらの騎士」より抜粋

2018/9/21 第221回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 延原武春 アルト：福原寿美枝

シューベルト
劇付随音楽「ロザムンデ」序曲 D.644
水の上の精霊の歌 D714

ブラームス アルト・ラプソディ op.53
シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.97「ライン」

2018/10/11 第222回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ジョナサン・

ヘイワード ピアノ：アンドリュー・タイソン
バーンスタイン

スラヴァ！「政治的序曲」
交響曲 第2番「不安の時代」

ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 op.47

2018/11/2 第223回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 外山雄三 チェロ：堤 剛

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

2018/12/13 第224回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ユベール・スダーン ヴァイオリン：郷古 廉

モーツァルト フリーメイソンのための葬送音楽 ハ短調 
k.477 

ベルク ヴァイオリン協奏曲
シューベルト 交響曲 第2番 変ロ長調 D.125

2019/1/10 第225回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 寺岡清高 アルト：福原寿美枝 マーラー 交響曲 第3番 ニ短調

2019/2/28 第226回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 外山雄三

モーツァルト 歌劇「後宮からの逃走」 序曲 ｋ。384
ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 op.21
外山雄三 交響曲（世界初演）

2019/3/15 第227回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 沼尻竜典

ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 Hob.Ⅰ-101「時計」
ブルッフ 交響曲 第3番 ホ長調 op.51
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大阪フィルハーモニー交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2018/4/7
2018/4/8

第517回
定期演奏会 フェスティバルホール 尾高忠明

三善 晃 オーケストラのための「ノエシス」
ブルックナー 交響曲 第8番 ハ短調（ハース版）

2018/5/29
2018/5/30

第518回
定期演奏会 フェスティバルホール ダニエーレ・

ルスティオーニ ソプラノ：小林沙羅
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調「イタリア」
マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2018/6/15
2018/6/16

第519回
定期演奏会 フェスティバルホール ヤデル・ビニャミーニ ピアノ：アンヌ・ケフェレック

ペルト フェスティナ・レンテ
モーツァルト ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調 k.482
リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シエラザード」 op.35

2018/7/26
2018/7/27

第520回
定期演奏会 フェスティバルホール 大植英次 ヴァイオリン：イェウン・チェ

ヴィヴァルディ 協奏曲集「四季」op.8-1～4
ホルスト 組曲「惑星」op.32

2018/9/21
2018/9/22

第521回
定期演奏会 フェスティバルホール アンドリス・ポーガ ホルン：ラデク・バボラーク

ハイドン 交響曲 第82番 ハ長調 Hob.Ⅰ-82「熊」
パウエル ホルン協奏曲
プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 op.100

2018/10/25
2018/10/26

第522回
定期演奏会 フェスティバルホール パスカル・ロフェ

ソプラノ：市原 愛
バリトン：萩原 潤
合唱：大阪フィルハーモニー合唱団

フォーレ レクイエム op.48

ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」（1910年原典版）

2018/11/27
2018/11/28

第523回
定期演奏会 フェスティバルホール 小泉和裕

モーツァルト 歌劇「魔笛」 序曲 k.620
ヒンデミット 交響詩「画家マティス」
シューマン 交響曲 第2番 ハ長調 op.61

2019/1/17
2019/1/18

第524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：神尾真由子

武満 徹 トゥイル・バイ・トワイライト
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 op.26
エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 op.55

2019/2/8
2019/2/9

第525回
定期演奏会 フェスティバルホール コンスタンティン・

トリンクス ピアノ：小菅 優
モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 ｋ.425 「リンツ」

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）
歌劇「ばらの騎士」組曲 op.59

2019/3/22
2019/3/23

第526回
定期演奏会 フェスティバルホール レナード・

スラットキン
カウンターテナー：藤木大地
合唱：大阪フィルハーモニー合唱団

バーンスタイン 「キャンディード」序曲
コープランド 田舎道を下って
バーンスタイン チチェスター詩篇
コープランド 交響曲 第3番

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

2018/4/29 第291回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール アドリアン・

プラバーヴァ
ヴァイオリン：
オーギュスタン・デュメイ

ミクロス・ローザ 映画「深夜の告白」組曲
コルンゴルド ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2018/5/20 第292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 チェロ：岡本侑也
ブラームス 大学祝典序曲 op.80
ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 op.107
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2018/6/21 第293回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫

クラリネット：リチャード・ストルツマン
マリンバ：ミカ・ストルツマン
合唱：大阪府立夕陽丘
高等学校音楽科

大島ミチル

オーケストラと合唱のための組曲「アウグストゥス」
～ヘルマン・ヘッセ短編集「メルヒェン」より～

（世界初演）
「塵JIN」＆「輪RIN」～クラリネット、マリンバ、
オーケストラのための2つのラプソディ～

（世界初演）
シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 op.39

2018/7/14 第294回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡幸夫

ソプラノ：半田美和子
メゾ・ソプラノ：八木寿子
テノール：畑 儀文
バリトン：与那城敬
合唱：関西フィルハーモニー合唱団

ヴェルディ レクイエム

2018/9/15 第295回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホ－ル

フェリックス・ミル
デンベルガー

（オーギュスタン・
デュメイ氏怪我の
ため指揮者変更）

チェロ：アンリ・ドマルケット

ムソルグスキー
／R.コルサコフ 交響詩「はげ山の一夜」

サン＝サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 op.33
ムソルグスキー
／ラヴェル 組曲「展覧会の絵」

2018/10/12 第296回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール アンドレイ・

フェーヘル チェロ：北村 陽
ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」

チャイコフスキー
ロココ風の主題による変奏曲  イ長調  op.33
交響曲 第6番 ロ短調 op.74「悲愴」

2018/11/22 第297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
オルガン：片桐聖子

フォーレ 組曲「ドリー」op.56
フランク 交響的変奏曲（ピアノとオーケストラのための）
サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 op.78「オルガン付」

2019/2/8 第298回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ヤニフ・セガル トランペット：ガボール・タルケヴィ

ストラヴィンスキー 葬送の歌 op.5
ハイドン トランペット協奏曲 変ホ長調 Hob.VⅡe-1
アルチュニアン トランペット協奏曲 変イ長調
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）
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2019/3/31 第299回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守泰次郎 ヴァイオリン：

ヴェロニカ・エーベルレ
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」
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調 WAB.109

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

2018/4/5 第224回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 フルート：ワルター・アウアー 

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲
ライネッケ フルート協奏曲 ニ長調  op. 283
カリンニコフ 交響曲 第1番 ト短調

2018/5/31 第225回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ジョセフ・ウォルフ ヴァイオリン：

クロエ・ハンスリップ ベートーヴェン
序曲「コリオラン」 ハ短調 op.62
ヴァイオリン 協奏曲 ニ長調 op.61
交響曲 第4番 変ロ長調 op.60

2018/6/14 第226回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親

ワーグナー 舞台神聖祝典劇「パルジファル」より
“聖金曜日の音楽”

ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 WAB 107 
（ハース版）

2018/7/5 第227回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール クリストフ・ケーニッヒ チェロ：ジャン・ワン

チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 op.107
シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.97「ライン」

2018/9/13 第228回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ガエタノ・

デスピノーサ
ピアノ：
アレクセイ・ヴォロディン

ラヴェル 「クープランの墓」組曲
プッチーニ 交響的奇想曲
ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83

2018/10/25 第229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：荒井英治

J.S.バッハ／
ウェ―ベルン

音楽の捧げもの BWV 1079より
“6声のリチェルカーレ”

R.シュトラウス 歌劇「ばらの騎士」組曲 op. 59 “ワルツ”
コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲  ニ長調 op. 35
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 k.551 「ジュピター」

2018/11/15 第230回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 ピアノ：川上昌裕

キラール オラヴァ
カプースチン ピアノ協奏曲 第5番 op.72
リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 op.35

2018/12/6 第231回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 川瀬賢太郎 チェンバロ：

マハン・エスファハニ

アイビス 答えのない質問
バーバー 弦楽のためのアダージョ op. 11
ナイマン チェンバロ協奏曲
アイヴス 交響曲 第2番

2019/2/14 第232回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森範親 オーボエ：

ラモン・オルテガ・ケロ 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）
オーボエ協奏曲 ニ長調
歌劇「インテルメッツォ」より
“4つの交響的間奏曲”  op. 72

2019/3/7 第233回
定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ミシェル・

タバシュニク
ヴァイオリン：
アレクサンドラ・スム

ラロ スペイン交響曲 op. 21
モーツァルト 交響曲 第36番 ハ長調 ｋ.425 「リンツ」
ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」組曲（1919年版）

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

2018/4/20
2018/4/21
2018/4/22

第105回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール 井上道義 ヴァイオリン：

オリヴィエ・シャルリエ
ヒンデミット

序曲「エロスとプシュケ」
交響曲「画家マティス」

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61

2018/5/25
2018/5/26
2018/5/27

第106回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール ユベール・スダーン フルート：

カール＝ハインツ・シュッツ

ザンドナーイ フルートとオーケストラのための夜想曲
モーツァルト フルート協奏曲 第1番 ト長調 k.313
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 op.73

2018/6/22
2018/6/23
2018/6/24

第107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 ピアノ：イノン・バルナタン

リムスキー＝
コルサコフ 序曲「ロシアの復活祭」op.36

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

2018/9/14
2018/9/15
2018/9/16

第108回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール 佐渡 裕

ソプラノ：幸田浩子
テノール：吉田浩之
バリトン：キュウ・ウォン・ハン
合唱：
ひょうごプロデュースオペラ合唱団
オープニング記念合唱団

ハイドン オラトリオ「天地創造」

2018/10/19
2018/10/20
2018/10/21

第109回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール クラウディオ・クルス ピアノ：

ブルーノ＝レオナルド・ゲルバー ベートーヴェン

序曲「コリオラン」 ハ短調 op.62
交響曲 第3番 変ホ長調 op.55「英雄」
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73
「皇帝」
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2018/11/9
2018/11/10
2018/11/11

第110回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

クリスティアン･
アルミンク チェロ：スティーヴン・イッサーリス ドヴォルザーク

チェロ協奏曲 ロ短調 op.104

交響曲 第7番 ニ短調 op.70

2019/1/18
2019/1/19
2019/1/20

第111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 歌：イザベル・ジョルジュ

アンサンブル：シルバ・オクテット

伝承音楽 コロミーシュカ／歌え、兄弟よ、歌え
A.エルスタイン インゲレ・ニット・ヴェイン（坊や泣かないで）

伝承音楽

イディッシュ・チャールストン
ミシルルー
オイ・ヴィヨフ・ティヨフ・ティヨフ
ドイナ（哀歌）／カラ・ブレアザ

M. パリッシュ他 マメレ
C.アルベルスタイン ケシェネヴァ
S.セクンダ 素敵なあなた
ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2019/2/15
2019/2/16
2019/2/17

第112回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール 岩村 力 ヴァイオリン：

アン・アキコ・マイヤース

大澤壽人 交響組曲「路地よりの断章」
ラウタヴァーラ ヴァイオリンと管弦楽のためのファンタジア
ラヴェル ツィガーヌ
リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 op.35

2019/3/15
2019/3/16
2019/3/17

第113回
定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

クラウス・
ペーター・フロール ピアノ：クレア・フアンチ

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 op.84
シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 op.68

広島交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2018/4/15 第379回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール 下野竜也 ピアノ：アンドレ・ラプラント

モーツァルト ピアノ協奏曲 第12番 イ長調 k.414
ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調（原典版）

2018/5/25 第380回
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：佐久間聡一
ピアノ：サラ･デイヴィス・
ビュクナー

バーンスタイン

｢キャンディード｣ 序曲
セレナード（独奏ヴァイオリン、弦楽、
ハープと打楽器のための）
交響曲 第2番 ｢不安の時代｣

2018/6/8 第381回
定期演奏会 広島文化学園ＨＢＧホール カーチュン・ウォン フルート：

カール＝ハインツ・シュッツ

ザンドナーイ フルートとオーケストラのための夜想曲
モーツァルト フルート協奏曲 第1番 ト長調 k.313
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ長調 op.36

2018/9/7 第383回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール ガエタノ・

デスピノーサ ピアノ：キム・ヒョンジュン
モーツァルト

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 序曲 k.527
ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 k.271
「ジェノム」

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60

2018/10/7 第384回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール 下野竜也

スメタナ 連作交響詩「わが祖国」よりブラニーク
ブルックナー／
スクロヴァチェフスキ

弦楽五重奏曲 ヘ長調より
アダージョ（弦楽合奏版）

ドヴォルザーク／
中原達彦 我が母の教え給いし歌（管弦楽版）

フサ プラハ1968年のための音楽

2018/11/16
第385回
プレミアム
定期演奏会

広島文化学園HBGホール クリスティアン・
アルミンク ヴァイオリン：諏訪内晶子 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

2018/12/29

第382回
定期演奏会
<延期公演>
(7月7日に予定
されていたが西
日本豪雨災害
のため延期され
た）

広島文化学園HBGホール 準・メルクル

細川俊夫 冥想‐3月11日の津波の犠牲者に捧げる

メシアン 輝ける墓

ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」（1910年原典版）

2019/1/19 第386回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール

コンサートマスター＆
ヴァイオリン独奏：
フォルクハルト・シュトイデ

J.シュトラウスⅡ ワルツ「愛の歌」op.114
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 k.218
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 ニ長調「イタリア」

2019/2/6 第387回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール 下野竜也 メゾソプラノ：藤村実穂子

フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲
ワーグナー ヴェーゼンドンクの5つの詩

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）

フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」パントマイム

2019/3/3 第388回
定期演奏会 広島文化学園HBGホール

チャールズ・
オリヴィエリ=
モンロー

ヴァイオリン：青木尚佳

ドヴォルザーク 序曲「オテロ」
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

スメタナ／G.セル 弦楽四重奏曲 第1番「わが生涯より｣
（管弦楽版）
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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

2018/4/20 第366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 ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調 （ノヴァーク版）

2018/5/25 第367回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール カーチュン・ウォン クラリネット：

ダニエル・オッテンザマー

モーツァルト
歌劇「皇帝ティートの慈悲」 序曲 k.621
クラリネット協奏曲 イ長調 k.622

ストラヴィンスキー
葬送の歌 op.5
バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

2018/6/22 第368回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 垣内悠希 ピアノ：外山啓介

バーンスタイン バレエ音楽「ファンシー・フリー」より
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー

ドビュッシー
牧神の午後への前奏曲
交響詩「海」

2018/7/27 第369回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール アレホ・ペレス 女声合唱：RKB女声合唱団

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」
ホルスト 組曲「惑星」op.32

2018/9/22 第370回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 小泉和裕

ソプラノ：
並河寿美、大隅智佳子、
吉原圭子
アルト：加納悦子、池田香織
テノール：望月哲也
バリトン：小森輝彦
バス：久保和範
合唱：九響合唱団
RKB女声合唱団
九州大学男声合唱団コールアカデミー
久留米大学附設高校合唱部多
目的混声合唱団“Chor Solfa!”
福岡工業高校グリークラブ　他
児童合唱：
NHK福岡児童合唱団MIRAI
久留米児童合唱団
筑紫女学園中学校音楽部

マーラー 交響曲 第8番 変ホ長調「千人の交響曲」

2018/11/3 第371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

ソプラノ：中島郁子
テノール：福井 敬
メゾ・ソプラノ：富岡明子
バリトン：成田博之
アルト：与田朝子
合唱：九響合唱団

ロッシーニ
歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲
歌劇「セミラーミデ」序曲

マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」
（演奏会形式）

2018/12/1 第372回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール ジョセフ・ウォルフ ピアノ：コルネリア・ヘルマン

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクの名歌手」
第1幕への前奏曲

モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 k.488
エルガー 交響曲 第1番 変イ長調 op.55

2019/2/12 第373回
定期演奏会

アクロス福岡
シンフォニーホール 鈴木優人 ナチュラル・ホルン：

トゥーニス・ファン・デァ・ズヴァールト

武満 徹 夢の時
モーツァルト ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 k.495

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

2019/3/8 第374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：小林美樹

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
グラズノフ 交響曲 第5番 変ロ長調 op.55
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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

2018/5/26 第103回定期演奏会
「ロマンへの誘いⅠ」 

千葉県文化会館
大ホール 山下一史

ワーグナー ジークフリート牧歌
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」op.24
リムスキー＝
コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」op.35

2018/9/29 第104回定期演奏会 
「ロマンへの誘いⅡ」

千葉県文化会館
大ホール 山下一史 ソプラノ：石橋栄実

リスト 交響詩「レ・プレリュード」
R.シュトラウス 4つの最後の歌
シューマン 交響曲第2番 ハ長調 o.61

2019/1/13
特別演奏会
ニューイヤーコンサート
2019

千葉県文化会館
大ホール 山下一史 ソプラノ：冨平安希子

テノール：小原啓楼

スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲
ヨハン・シュトラウスⅡ ポルカ・フランセーズ「どういたしまして」
ヨハン・シュトラウスⅡ ポルカ・シュネル「恋と踊りにときめき」
ヨハン・シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」より“チャルダッシュ”
レハール 喜歌劇「メリーウィドゥ」より“バラのつぼみが”
レハール ワルツ「金と銀」
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
オッフェンバック/
ロザンタール編

バレエ音楽「パリの喜び」より
“ポルカ”“ワルツ”“バルカローレ”

シュトルツ 喜歌劇「お気に入り」より
“君は我が心の皇帝”

レハール 喜歌劇「微笑みの国」より
“君こそ我が心のすべて”

ヨハン・シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」より“時計の二重唱”
ヨハン・シュトラウスⅡ ポルカ・シュネル「ハンガリー万歳」
ヨハン・シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」

藝大フィルハーモニア管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2018/6/8 第387回定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 山下一史 ヴァイオリン：植村太郎
チェロ：中木健二 

ブラームス 悲劇的序曲 op.81

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

シューマン 交響曲　第1番 変ロ長調 op.38 「春」

2018/11/9 第388回定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 高関 健 　
マーラー編曲 J.S.バッハの管弦楽作品による組曲
マーラー 交響曲第7番 ホ短調 「夜の歌」

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

2018/9/24 第37回定期演奏会 大田区民ホールアプリコ
大ホール 松岡 究

トランペット：関山幸弘
ソプラノ：谷 明美
テノール：松原 友
バリトン：青山 貴
合唱：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 トランペット協奏曲 変ホ長調 Hob. Vlle:1

ハイドン オラトリオ「天地創造」Hob. XXⅠ,2

2019/9/13 第38回定期演奏会 大田区民ホールアプリコ
大ホール 松岡 究

ピアノ：石岡千弘
ソプラノ：松尾香世子
メゾ・ソプラノ：三宮美穂
テノール：松原 友
合唱：東京ユニバーサルフィル
ハーモニー混声合唱団

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 op.37

メンデルスゾーン 交響曲第2番 変ロ長調 op.52
「神をたたえる歌」

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

2018/5/27 第78回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナートホール 高関 健 ピアノ：牛田智大

モーツァルト 交響曲第32番 ト長調 K.318
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 バレエ音楽「白鳥の湖」組曲 op.20a
チャイコフスキー イタリア奇想曲 op.45

2018/6/30 第79回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナートホール 外山雄三

シューマン 「マンフレッド」序曲 op.115
カヴァレフスキー 組曲「道化師」
シューベルト 交響曲第8番 ハ長調 D944「ザ・グレート」

準　会　員 
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2018/7/15 第80回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナートホール 野平一郎

ソプラノ：五位野百合子
バリトン：河野克典
合唱：県民参加型による合唱団、
音楽青葉会・静岡児童合唱団

ビゼー 劇音楽「アルルの女」第2組曲
ビゼー 交響曲 ハ長調
フォーレ レクイエム op.48

2018/9/29 第81回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナートホール 高関 健 クラリネット：吉田 誠

ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲

ウェーバー クラリネット協奏曲第2番 変ホ長調 
op.74

シベリウス 交響曲第2番 ニ長調 op.43

2018/10/12 第82回定期演奏会
～ハイドンシリーズvol.1～ しずぎんホールユーフォニア 原田幸一郎 ハイドン

交響曲第6番 ニ長調 「朝」
交響曲第7番 ハ長調 「昼」
交響曲第8番 ト長調 「晩」

2018/10/27 第８３回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナートホール 山下一史 木琴：通崎睦美

モーツァルト 交響曲第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
紙 恭輔 木琴協奏曲
シューマン 交響曲第1番 変ロ長調 op.38 「春」

2019/1/18 第84回定期演奏会
～ハイドン・シリーズvol.2～ しずぎんホールユーフォニア 原田幸一郎 ハイドン

交響曲第30番 ハ長調 「アレルヤ」
交響曲第31番 ニ長調 「ホルン信号」
交響曲第44番 ホ短調 「悲しみ」

2019/2/16 第85回定期演奏会
＜清水公演＞

静岡市清水文化会館
マリナートホール 高関 健 ヴァイオリン：木嶋真優

ショスタコーヴィチ バレエ組曲第1番
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
ショスタコーヴィチ 交響曲第5番 ニ短調 op.47 「革命」

2019/2/17 第85回定期演奏会
＜三島公演＞ 三島市民文化会館 高関 健 ヴァイオリン：木嶋真優

ショスタコーヴィチ バレエ組曲第1番
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
ショスタコーヴィチ 交響曲第5番 ニ短調 op.47 「革命」

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

2018/4/19 第60回定期演奏会
《NAGOYAシリーズ1》

三井住友海上しらかわ
ホール 秋山和慶 シューベルト

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

2018/5/19 第61回定期演奏会
《KOMAKIシリーズ１》 小牧市市民会館ホール 藤岡幸夫 チェロ：北村 陽

ラロ 歌劇「イスの王様」序曲
サン＝サーンス チェロ協奏曲第1番 イ短調 op.33
ラヴェル 古風なメヌエット
ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲
ラヴェル ボレロ

2018/6/16 第62回定期演奏会
《NAGOYAシリーズ２》

三井住友海上しらかわ
ホール 秋山和慶 ピアノ：北村朋幹

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

2018/8/11 第63回定期演奏会
《NAGOYAシリーズ３》

三井住友海上しらかわ
ホール 秋山和慶 ヴァイオリン：毛利文香

チェロ：堤 剛

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 op.56a

ブラームス ヴァイオリンとチェロのための協奏曲 
イ短調 op.102

ブラームス 交響曲第4番 ホ短調 op.98

2019/2/23 第64回定期演奏会
《KOMAKIシリーズ２》 小牧市市民会館ホール 秋山和慶 ヴァイオリン：南 紫音

シベリウス 交響詩「トゥオネラの白鳥」 op.22-2
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47 
シベリウス 交響曲第2番 ニ長調 op.43

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

2018/4/15 第213回定期演奏会 京都コンサートホール
アンサンブルホールムラタ 齊藤一郎 ギター：松田 元

ヴィデオロン：佐藤洋嗣

ジェミニアーニ 合奏協奏曲 ニ長調 op.3  No.1

山本和智
「ヴァーチャリティの平原」第2部　
ⅱ）アンサンブルのための
「Another roaming liqued」（委嘱作品）

山田和男 小交響曲「名人」
ボッケリーニ 交響曲 ハ長調 G.523

鈴木治行 室内オーケストラのためのGyrocompass
（回転羅針盤）（委嘱作品）

2018/6/24 第214回定期演奏会 京都コンサートホール
アンサンブルホールムラタ 永峰大輔 チェロ：佐藤 響

吉松 隆 鳥は静かに…

ストラヴィンスキー 室内オーケストラのための協奏曲 
変ホ長調「ダンバートン・オークス」

チャイコフスキー ロココの主題による変奏曲 イ長調 
op.33 

コープランド 劇場のための音楽

2018/10/14 第215回定期演奏会 京都コンサートホール
アンサンブルホールムラタ 齊藤一郎

ソプラノ：柳原由香
フルート：市川えり子
打楽器：越川雅之

ラモー 英雄牧歌劇「ナイス」抜粋
北爪道夫 サイド・バイ・サイド－室内オーケストラ版－
バーンスタイン ハリル
ライヒ 木片の音楽
ブリテン イリュミナシオン op.18
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2019/1/26 第216回定期演奏会 京都コンサートホール
アンサンブルホールムラタ 齊藤一郎 ヴァイオリン：松野弘明

ヴァイオリン：岩本祐果

近藤 譲 表面・奥行き・色彩
グレツキ Kleines Requiem fur eine Plka op.66
シュニトケ 合奏協奏曲第1番
ペンデレツキ シャコンヌ

2019/3/9 第217回定期演奏会 京都コンサートホール
アンサンブルホールムラタ 鈴木秀美

C.P.Eバッハ 交響曲ハ長調 Wq.182-3
ハイドン 交響曲第100番 ト長調 「軍隊」
モーツァルト 交響曲第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」

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

2018/4/10 第２５０回定期演奏会 大阪市中央公会堂　
中集会室 延原武春 ヴァイオリン：ウッラ・ブンディース

ヴァイオリン：浅井咲乃

C.P.E.バッハ シンフォニア ロ短調 Wq.182/5, H.661

モーツァルト ２つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ
ハ長調 K.190

ハイドン 交響曲第101番 ニ長調 Hob.1:101「時計」

2018/4/22 第２５１回定期演奏会 東京文化会館小ホール
ヴァイオリン：ウッラ・ブンディース
フォルテピアノ：高田泰治
チェロ：曽田 健

シュメルツァー ヴァイオリン・ソナタ第4番 ニ長調
テレマン ヴァイオリン・ソナタ第5番 イ短調
カステッロ ヴァイオリン・ソナタ第2番
ルクレール ヴァイオリン・ソナタ ト長調 op.5-11
モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ ト長調 K.9
C.P.E.バッハ シンフォニア ニ長調 Wq.74

マリーニ ロマネスカ
（ヴァイオリン独奏と通奏低音のための）

バッハ ヴァイオリン・ソナタ ト長調 
BWV1021

2018/6/25 第２５２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

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7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ベートーヴェン 交響曲第7番 イ長調 op.92

2018/7/27 第２５３回定期演奏会 東京文化会館小ホール 　 チェンバロ：高田泰治
バッハ トッカータ ニ長調
フィッシャー ウラニー組曲 ニ長調

2018/11/18 第２５４回定期演奏会 東京文化会館小ホール 延原武春

チェンバロ：高田泰治　
ヴァイオリン：浅井咲乃
ヴオリーノ・ピッコロ：三谷彩佳
オーボエ：松本 剛
リコーダー：村田佳生・森本英希
ホルン：中村一男
コルノ・ダカッチャ：中島 真　
テレマン室内オーケストラ

バッハ ブランデンブルグ協奏曲全曲

2018/11/20 第２５５回定期演奏会 大阪市中央公会堂　
中集会室 延原武春

チェンバロ：高田泰治　
ヴァイオリン：浅井咲乃
ヴオリーノ・ピッコロ：三谷彩佳
オーボエ：松本 剛
リコーダー：村田佳生・森本英希
ホルン：中村一男
コルノ・ダカッチャ：中島 真　
テレマン室内オーケストラ

バッハ ブランデンブルグ協奏曲全曲

2018/12/2 第２５６回定期演奏会 大阪市中央公会堂　
中集会室 高田泰治　リサイタル バッハ ゴルトベルク変奏曲

2019/1/25 第２５７回定期演奏会 大阪市中央公会堂　
中集会室 延原武春 テレマン室内オーケストラ

モーツァルト 音楽の冗談 K.522
ハイドン 交響曲第45番 ホ短調 「告別」
ベートーヴェン 交響曲第1番 ハ長調 op.21

2019/1/31 第２５８回定期演奏会 東京文化会館小ホール テレマン・プチ・アンサンブル テレマン

四重奏曲 ト長調
リコーダー・ソナタ ハ長調
ヴァイオリン・ソナタ イ長調
リコーダーとヴァイオリンのための
トリオソナタ イ短調
オーボエとリコーダーのためのトリオソナタ 
ニ短調
オーボエ・ソナタ ホ短調
リコーダーとオーボエ、
ヴァイオリンのための協奏曲 イ短調
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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

2018/9/16 第４３回定期演奏会 奈良文化会館国際
ホール 粟辻 聡 ピアノ：喜多野美宇子

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 op.26
グリーグ ピアノ協奏曲 イ長調 op.16
シベリウス 交響曲第2番 ニ長調 op.43

岡山フィルハーモニック管弦楽団
公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2018/5/27 第56回定期演奏会 岡山シンフォニーホール
大ホール 

ハンスイェルク・
シェレンベルガー 福田廉之介

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
チャイコフスキー 交響曲第5番 ホ短調 op64

2018/10/14 第57回定期演奏会 岡山シンフォニーホール
大ホール 

ハンスイェルク・
シェレンベルガー ピアノ：中桐 望

ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲 第3番 op.72b

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73 
「皇帝」

ベートーヴェン 交響曲第4番 変ロ長調 op.60

2019/1/20 第58回定期演奏会
ニューイヤーコンサート

岡山シンフォニーホール
大ホール 

ハンスイェルク・
シェレンベルガー

アルマヴィーヴァ伯爵：片桐直樹
伯爵夫人：柳くるみ　
フィガロ：柴山昌宜　
スザンナ：森野美咲　
ケルビーノ：川崎泰子
マルチェリーナ：脇本恵子　
バルトロ：渡邊寛智　
バジリオ、クルツィオ：松本敏雄

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」ハイライト

モーツァルト 交響曲第41番 ハ長調 k.551 
「ジュピター」

2019/3/10 第59回定期演奏会 岡山シンフォニーホール
大ホール 

ハンスイェルク・
シェレンベルガー ファゴット：グスターボ・ヌニェス

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 op.56a
ウェーバー ファゴット協奏曲 ヘ長調 op.75
ブラームス 交響曲第4番 ホ短調 op.98

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

2018/9/9 第29回定期演奏会 サンポートホール高松
大ホール 大友直人 ピアノ：古海行子

チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 op.43
ドヴォルザーク 交響曲第8番 ト長調 op.88

2019/3/17 第30回定期演奏会 サンポートホール高松
大ホール

ノールマン・
ビシャヤ

ソプラノ：藤谷佳奈枝
アルト：山下裕賀
テノール：大川信之
バス：畠山 茂

ヴェルディ レクイエム

長崎OMURA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

2018/5/18 第11回長崎定期演奏会 長崎市民会会館
文化ホール

指揮・オーボエ
ハンスイエルク・
シェレンベルガー

　

モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K.136
ドヴォルザーク セレナード ニ短調 op.44

ブラームス＝松原勝也 弦楽六重奏曲第2番 ト長調 op.36 
（管弦楽版）

2018/12/15 第26回大村定期演奏会 シーハットおおむら
さくらホール

指揮・ヴァイオリン
松原勝也

バッハ＝松原勝也 トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
ハイドン 交響曲 第99番 変ホ長調 Hob.Ⅰ－99
ブラームス セレナード 第1番 ニ長調 op.11




