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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

2019/4/26
2019/4/27

第618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 ピアノ ：アンヌ・ケフェレック

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲　op.56a
モーツァルト ピアノ協奏曲　第22番　変ホ長調　K.482
エルガー 創作主題による変奏曲「エニグマ」 op.36

2019/5/17
2019/5/18

第619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 ピアノ：児玉 麻里、児玉 桃

ドビュッシー
（ビュッセル編） 小組曲（ビュッセル編）

プーランク 2台のピアノのための協奏曲 　ニ短調
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2019/6/21
2019/6/22

第620回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール ユベール・スダーン ヴァイオリン：竹澤 恭子

チャイコフスキー 組曲　第4番　ト長調　
op.61「モーツァルティアーナ」

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲　第2番　ト短調　op.63
サン=サーンス 交響曲　第3番　ハ短調　op.78 「オルガン付き」

2019/8/23
2019/8/24

第621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：郷古 廉
チェロ：横坂 源

武満徹 「死と再生」～「黒い雨」より

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

ブラームス
（シェーンベルク編） ピアノ四重奏曲　第1番　ト短調　op.25

2019/9/20
2019/9/21

第622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
ヴァイオリン：ヴェロニカ・エーベルレ
合唱：札響合唱団

ホリガー 2つのリスト・トランスクリプション

J.S.バッハ

カンタータ第12番「泣き、欺き、憂い、怯え」
よりシンフォニア
カンタータ第21番「わが心に憂い多かりき」より
シンフォニア

ベルク ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のために」

ホリガー アルドゥル・ノワール（黒い熱）～ドビュッシ－
「燃える炭火に照らされた夕べ」による

シューマン 交響曲　第1番　変ロ長調　op.38「春」

2019/10/18
2019/10/19

第623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：松井 亜希
カウンターテナー：藤木 大地
テノール：櫻田 亮
バス（イエス）：三原 剛
バス：加耒 徹
合唱：札響合唱団

J.S.バッハ ヨハネ受難曲　 BWV 245

2019/11/22
2019/11/23

第624回
定期演奏会

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 川瀬 賢太郎 フルート：上野 星矢

ムソルグスキー 交響詩「はげ山の一夜」（原典版）

ハチャトゥリヤン フルート協奏曲（ランパルによる
ヴァイオリン協奏曲の編曲版）

ムソルグスキー=
ストコフスキー 組曲「展覧会の絵」

2019/12/6
2019/12/7

第625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 マーラー 交響曲　第10番　嬰ヘ長調 （クック版 第３稿）

2020/1/31
2020/2/1

第626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

シューベルト ドイツ舞曲　D.820（ウェーベルン編）
モーツァルト 交響曲　第39番　変ホ長調　K.543
ベートーヴェン 交響曲　第7番　イ長調　op.92

2020/3/13
2020/3/14

第627回
定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/4/19
2019/4/20 第327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 広上 淳一 ヴァイオリン：徳永 二男

ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
コルンゴルド ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35

ハチャトゥリヤン

組曲「ガイーヌ」より　“バラの娘たちの踊り”
”アイシャの目覚めと踊り”
”子守歌””ガイーヌのアダージョ”
”剣の舞””序奏””山岳民族の踊り””ガイーヌとギコ”
”レズリンガ”

2019/5/17
2019/5/18 第328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6番　ヘ長調　op.68「田園」
交響曲　第5番　ハ短調　op.67「運命」

2019/7/19
2019/7/20 第329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 下野 竜也 スメタナ 連作交響詩「わが祖国」（全曲）

2019/9/13
2019/9/14 第330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 雅明

ブラームス 悲劇的序曲　op.81

ハイドン 交響曲　第104番　ニ長調　Hob. Ⅰ- 104
「ロンドン」

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」

正  会  員 
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2019/10/25
2019/10/26 第331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
細川俊夫 開花Ⅱ
ブルックナー 交響曲　第4番　変ホ長調「ロマンティック」 

2019/11/22
2019/11/23 第332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 トロンボーン：菊池 公佑

ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」 序曲
ストラヴィンスキー バレエ音楽「カルタ遊び」
グレンダール トロンボーン協奏曲
ストラヴィンスキー 3楽章の交響曲

2020/1/24 第333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 ピアノ：チェ・ヒョンロク

藤倉大 Tocar y Luchar （奏でよ、そして闘え）
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第２番　変ロ長調　op.19
グラズノフ バレエ音楽「四季」op.67

2020/2/14 第334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8番　ヘ長調　op.93
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2020/3/6
2020/3/7 第335回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/4/20
2019/4/21 第276回定期演奏会 山形テルサホール ポール・メイエ クラリネット：

ポール・メイエ

リゲティ ルーマニア協奏曲
フランセ クラリネット協奏曲
シューベルト 交響曲　第8番　ハ長調「ザ・グレート」D.944

2019/5/11
2019/5/12 第277回定期演奏会 山形テルサホール 阪哲朗 ピアノ：横山幸雄

メンデルスゾーン 序曲「美しいメルジーネの物語」op.32
シューマン 交響曲　第4番　ニ短調　op.120
ブラームス ピアノ協奏曲　第1番　ニ短調　op.15

2019/6/8
2019/6/9 第278回定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親 ファゴット：

ソフィー・デルヴォー

モーツァルト
歌劇「救われしベトゥーリア」序曲
歌劇「ポントの王ミトリダーテ」序曲
ファゴット協奏曲　変ロ長調　K.191

ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」
リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲　op.34

2019/8/31
2019/9/1 第279回定期演奏会 山形テルサホール ヌーノ・コエーリョ サクソフォン四重奏：

トルヴェール・クヮルテット

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」 序曲

長生淳 サクソフォン・クヮルテットとオーケストラのための協奏曲
「Prime-Climb-Drive（プライム・クライム・ドライブ）」

チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」

2019/11/23
2019/11/24 第280回定期演奏会 山形テルサホール 鈴木秀美

ハイドン 交響曲　第26番　ニ短調　Hob. I-26
「ラメンタツィオーネ」

モーツァルト 交響曲　第40番　ト短調　K.550
（第1稿　第3段階）

ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2019/12/14
2019/12/15 第281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

ヴァンハル 交響曲　ニ短調
モーツァルト ホルン協奏曲　第2番　変ホ長調　K.417

ブロウセック ラ・プティット・ジョワ「小さな喜び」
（新作委嘱・世界初演）

ドヴォルザーク 交響曲　第8番　ト長調　op.88

2020/2/15
2020/2/16 第282回定期演奏会 山形テルサホール 飯森範親

ヴァイオリン：平澤海里
ヴィオラ：山中保人
ソプラノ：梅津碧
アルト：在原泉
テノール：鏡貴之
バリトン：鈴木集
合唱：山響アマデウスコア

モーツァルト
歌劇「アポロとヒュアキントゥス」 序奏
協奏交響曲　変ホ長調　K.364

ブルックナー ミサ曲　第3番　ヘ短調

2020/3/14 第283回定期演奏会
（無観客、ライヴ配信） 山形テルサホール 阪哲朗 ヴァイオリン：神尾真由子

シューマン 序曲、スケルツォとフィナーレ　op.52
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
シューマン 交響曲　第2番　ハ長調　op.61

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

2019/4/13 第547回定期演奏会 群馬音楽センター 小林研一郎 ピアノ：清水和音 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲　第5番　変ホ長調　op.73「皇帝」
交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2019/5/25 第548回定期演奏会 群馬音楽センター 髙関 健
J.S.バッハ

（マーラー編） 管弦楽組曲

マーラー 交響曲　第7番　ホ短調 「夜の歌」

2019/6/22 第549回定期演奏会 群馬音楽センター 円光寺雅彦 フルート：高木綾子
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
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」

2019/7/13 第550回定期演奏会 群馬音楽センター 小林研一郎 ヴァイオリン：木嶋真優 チャイコフスキー
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
交響曲 第4番 ヘ短調　op. 36
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2019/9/1 第551回定期演奏会 群馬音楽センター 大井剛史

ソプラノ：北原瑠美　
メゾソプラノ：山下牧子
テノール：望月哲也
バリトン：青山貴
合唱：群馬交響楽団合唱団

ドヴォルザーク スタバト・マーテル　op.58

2019/10/26 第552回定期演奏会 高崎芸術劇場大劇場 ラザレフ
グラズノフ バレエ音楽《四季》op.67

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
（ラザレフ版）

2019/11/23 第553回定期演奏会 高崎芸術劇場大劇場 井上道義
武満徹 鳥は星形の庭に降りる（1977）
ブルックナー 交響曲 第7番 ホ長調 （ノヴァーク版）

2020/1/26 第554回定期演奏会 高崎芸術劇場大劇場 飯守泰次郎 ヴァイオリン：竹澤恭子 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

2020/2/29 第555回定期演奏会
（中止）

2020/3/21 第556回定期演奏会
（無観客、ライヴ配信） 高崎芸術劇場大劇場 大友直人 ヴァイオリン：荒井里桜

シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
エルガー 交響曲 第2番 変ホ長調 op.63

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

2019/4/13
2019/4/14

第1909回 定期公演 
Aプログラム NHKホール ヤクブ・フルシャ ソプラノ：ヴェロニク・ジャンス

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
ベルリオーズ 叙情的情景「クレオパトラの死」
ヤナーチェク シンフォニエッタ

2019/4/19
2019/4/20

第1910回 定期公演 
Cプログラム NHKホール 山田和樹 ピアノ：河村尚子

平尾貴志男 交響詩曲「砧」（1942）
矢代秋雄 ピアノ協奏曲
シェーンベルク 交響詩「ペレアスとメリザンド」 op.5

2019/4/24
2019/4/25

第1911回 定期公演 
Bプログラム サントリーホール 下野竜也 ヴァイオリン：ワディム・グルズマン

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

ヴァインベルク 交響曲　第12番　op.114
「ショスタコーヴィチの思い出に」

2019/5/11
2019/5/12

第1912回 定期公演 
Aプログラム NHKホール エド・デ・ワールト ピアノ：ロナルド・ブラウティハム

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第5番　変ホ長調　op.73
「皇帝」

J.アダムス ハルモニーレーレ（1985）

2019/5/17
2019/5/18

第1913回 定期公演 
Cプログラム NHKホール ネーメ・ヤルヴィ

シベリウス アンダンテ・フェスティーヴォ
トゥビン 交響曲 第5番 ロ短調（1946）
ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2019/5/22
2019/5/23

第1914回 定期公演 
Bプログラム サントリーホール ネーメ・ヤルヴィ オルガン：鈴木優人

イベール モーツァルトへのオマージュ
フランク 交響曲　ニ短調
サン＝サーンス 交響曲　第3番　ハ短調　op.78

2019/6/8
2019/6/9

第1915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
こどもの不思議な角笛より”ラインの伝説”
”トランペットが美しく鳴り響くところ””浮世の生活”
”原光””魚に説教するパドバの聖アントニオ”
”死んだ鼓手””少年鼓手”

ニールセン 交響曲　第2番　ロ短調　op.16「4つの気質」

2019/6/14
2019/6/15

第1916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：ギル・シャハム

J.S.バッハ
（ウェーベルン編） 音楽のささげもの　BWV1079:リチェルカータ

ベルク ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のために」
ブルックナー 交響曲　第3番　ニ短調（第3稿／1889）

2019/6/19
2019/6/20

第1917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：ロジェ・ムラロ

オンド・マルトノ：シンシア・ミラー メシアン トゥランガリラ交響曲

2019/9/14
2019/9/15

第1918回 定期公演 
Aプログラム NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ヴァイオリン：ジョシュア・ベル

バツェヴィチ 弦楽オーケストラのための協奏曲（1948）
ヴィエニャフスキ ヴァイオリン協奏曲　第2番　ニ短調　op.22

ルトスワフスキ
小組曲（1950／1951）
管弦楽のための協奏曲（1954）

2019/9/20
2019/9/21

第1919回 定期公演 
Cプログラム NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ソプラノ：

ヴァレンティーナ・ファルカシュ
R.シュトラウス 歌劇「カプリッチョ」から「最後の場」
マーラー 交響曲　第5番　嬰ハ短調

2019/9/25
2019/9/26

第1920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 フルート：エマニュエル・パユ

トゥール ルーツを求めて～シベリウスをたたえて～（1990）
ニールセン フルート協奏曲

シベリウス
交響曲　第6番　ニ短調　op.104
交響曲　第7番　ハ長調　op.105

2019/10/5
2019/10/6

第1921回 定期公演 
Aプログラム NHKホール 井上道義 ティンパニ：植松 透、久保昌一

グラス 2人のティンパニストと管弦楽のための
協奏的幻想曲（2000）

ショスタコーヴィチ 交響曲　第11番　ト短調　 op.103「1905年」

2019/10/18
2019/10/19

第1922回 定期公演 
Cプログラム NHKホール トゥガン・ソヒエフ ピアノ：ニコラ・アンゲリッシュ

バラキエフ
（リャブノフ編） 東洋風の幻想曲「イスラメイ」

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4番　ヘ短調　op. 36

2019/10/23
2019/10/24

第1923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

ベルリオーズ 劇的物語「ファウストのごう罰」から
”鬼火のメヌエット””ハンガリー（ラコッツィ）行進曲”

ビゼー 交響曲　第1番　ハ長調
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ベルリオーズ 劇的交響曲「ロメオとジュリエット」op.17（抜粋）



定
期
公
演
記
録

164 日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2020

2019/11/6
2019/11/7

第1924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3番　変ホ長調　op.55「英雄」
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」op.24
ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

2019/11/16
2019/11/17

第1925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：
マルティン・ステュルフェルト

ステンハンマル ピアノ協奏曲　第2番　ニ短調　op.23
ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

2019/11/22
2019/11/23

第1926回 定期公
演 Cプログラム NHKホール ヘルベルト・

ブロムシュテット

ソプラノ：
クリスティーナ・ランツハマー
アンナ・ルチア・リヒター
テノール：ティルマン・リヒディ
バリトン：甲斐栄次郎
合唱：新国立劇場合唱団

モーツァルト
交響曲　第36番　ハ長調　K.425「リンツ」

ミサ曲　ハ短調　K.427

2019/11/30
2019/12/1

第1927回 定期公演 
Aプログラム NHKホール 鈴木優人 チェロ：ニコラ・アルトシュテット

メシアン 忘れられたささげもの
ブロッホ ヘブライ狂詩曲「ソロモン」
コレッリ

（鈴木優人編）
合奏協奏曲　第8番　ト短調

「クリスマス協奏曲」op.6-8

メンデルスゾーン 交響曲　第5番　ニ短調　
op.107「宗教改革」（初稿/1830）

2019/12/6
2019/12/7

第1928回 定期公演 
Cプログラム NHKホール ディエゴ・マテウス ヴァイオリン：

ニキータ・ボリソグレブスキー

メンデルスゾーン 「夏の夜の夢」序曲　op.21
グラズノフ ヴァイオリン協奏曲　イ短調　op.82
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2019/12/11
2019/12/12

第1929回 定期公演 
Bプログラム サントリーホール パブロ・エラス・

カサド ピアノ：ダニエル・ハリトーノフ
リムスキー＝コルサコフ スペイン奇想曲　op.34
リスト ピアノ協奏曲　第1番　変ホ長調
チャイコフスキー 交響曲　第1番　ト短調　op.13「冬の日の幻想」

2020/1/11
2020/1/12

第1930回 定期公演 
Aプログラム NHKホール クリストフ・

エッシェンバッハ
ソプラノ：マリソル・モンタルヴォ
メゾ・ソプラノ：藤村実穂子
合唱：新国立劇場合唱団

マーラー 交響曲　第2番　ハ短調「復活」

2020/1/17
2020/1/18

第1931回 定期公演 
Cプログラム NHKホール クリストフ・

エッシェンバッハ ピアノ：ツィモン・バルト
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

（シェーンベルク編） ピアノ四重奏曲　第1番　ト短調　op.25

2020/1/22
2020/1/23

第1932回 定期公演 
Bプログラム サントリーホール ファビオ・ルイージ ソプラノ：

クリスティーネ・オポライス

ウエーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲

R.シュトラウス
4つの最後の歌
交響詩「英雄の生涯」op.40

2020/1/31
2020/2/1

第1933回 定期公演 
Cプログラム NHKホール ラファエル・

パヤーレ チェロ：アリサ・ワイラースタイン ショスタコーヴィチ
バレエ組曲　第1番　op.84
チェロ協奏曲　第2番　ト短調　op.126
交響曲　第5番　ニ短調　op.47

2020/2/5
2020/2/6

第1934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 ヴァイオリン：レティシア・モレノ

プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　ニ長調　op.19
ラフマニノフ 交響曲　第2番　ホ短調　op.27

2020/2/15
2020/2/16

第1935回 定期公演 
Aプログラム NHKホール パーヴォ・ヤルヴィ ホルン：シュテファン・ドール

アブラハムセン ホルン協奏曲（2019）
ブルックナー 交響曲　第7番　ホ長調

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

2019/4/11
第603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 レオポルド･ハーガー
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」

ドヴォルザーク 交響曲　第8番　ト長調　op.88

2019/4/19
2019/4/20

第604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 ワシリー･シナイスキー チェロ：宮田 大

ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　 op.104
グラズノフ 交響曲　第5番　変ロ長調

2019/5/10 第605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 ワーグナー

歌劇「タンホイザー」より
”序曲とバッカナール”（パリ版）
楽劇「トリスタンとイゾルデ」より”前奏曲と愛の死”
楽劇「神々の黄昏」より
”ジークフリートのラインへの旅”
”ジークフリートの死と葬送行進曲”
楽劇「パルジファル」より”第1幕への前奏曲”
”第3幕のフィナーレ”

2019/5/31
2019/6/1

第606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 フィリップ･

ヘレヴェッヘ ピアノ：仲道郁代
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
ピアノ協奏曲　イ短調　op.54
交響曲　第2番　ハ長調　op.61

2019/7/4
第607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 ベルトラン･ド･ビリー
ソプラノ：髙橋絵理
バリトン：与那城 敬
合唱：栗友会合唱団

ブラームス
運命の歌　op.54
哀悼の歌　op.82
ドイツ･レクイエム　op.45

2019/7/19
2019/7/20

第608回トパーズ
<トリフォニー･シリーズ>
リクエスト･コンサート

すみだトリフォニーホール 上岡敏之 ピアノ：
マリアム･バタシヴィリ

ビゼー 交響曲　ハ長調
サン＝サーンス ピアノ協奏曲　第2番　ト短調　op.22

ラヴェル
組曲「マ・メール・ロワ」
バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲

2019/9/5
第609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
シューベルト 交響曲　第4番　ハ短調　D417 ｢悲劇的｣

ブルックナー 交響曲　第7番　ホ長調
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2019/9/20
2019/9/21

第610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 ポール･マクリーシュ

ソプラノ：馬原裕子
ソプラノ：相田麻純
テノール：清水徹太郎
合唱：栗友会合唱団

シューベルト 劇音楽「キプロスの女王ロザムンデ」より抜粋

メンデルスゾーン 交響曲　第2番　変ロ長調　op.52　｢讃歌｣

2019/10/4
2019/10/5

第611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

ソプラノ：吉田珠代
カウンターテナー：藤木大地
テノール：鈴木 准
バリトン：町 英和
合唱：東京少年少女合唱隊

シューベルト 交響曲　第7番　ロ短調　D759「未完成」

モーツァルト レクイエム　ニ短調　K.626

2019/11/8
2019/11/9

第612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 ニコライ･

シェプス=ズナイダー
ヴァイオリン：
ヨハン･ダールネ

グリーグ 演奏会用序曲 ｢秋に｣　op.11
ニールセン ヴァイオリン協奏曲　op.33
チャイコフスキー バレエ音楽｢眠りの森の美女｣　op.66（抜粋）

2019/11/30
第613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 ヴォルフラム・
クリスト ヴィオラ：井上典子

ビゼー
（シチェドリン編） バレエ音楽「カルメン組曲」

ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」op.16

2019/12/6
2019/12/7

第614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 デイヴィッド･

ロバートソン オルガン：水野 均

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」

ヘンデル
合奏協奏曲　ト長調　op.6-1
オルガン協奏曲　第1番　ト短調　op.4-1　
HWV 289

コレッリ 合奏協奏曲　ト短調「クリスマス協奏曲」op.6-8
ストラヴィンスキー 組曲 ｢プルチネッラ｣

2020/1/17
2020/1/18

第615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

シューベルト 交響曲　第6番　ハ長調　D589
ヴェルディ 歌劇"ドン・カルロ"より「王妃の舞踏会」
メンデルスゾーン 交響曲　第4番　イ長調　op.90「イタリア」

2020/2/15
第616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 ニコライ・アレク
セーエフ ヴァイオリン：崔 文洙

チャイコフスキー スラヴ行進曲　op.31

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6番　ロ短調　 op.54

第617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 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/4/21 第669回 定期演奏会 サントリーホール 秋山和慶 ピアノ：藤田真央

メシアン 讃歌
ジョリヴェ ピアノ協奏曲「赤道コンチェルト」
R.ルシュール マダガスカル狂詩曲
イベール 交響組曲「寄港地」

2019/5/25 第670回 定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット ヴァイオリン：
ダニエル・ホープ

ブリテン ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.15
ショスタコーヴィチ 交響曲　第5番　ニ短調　 op.47

2019/6/15 第671回 定期演奏会 サントリーホール ユベール・スダーン ピアノ：菊池洋子 シューマン
「マンフレッド」序曲　op.115
ピアノ協奏曲　イ短調　op.54

チャイコフスキー マンフレッド交響曲　op.58

2019/7/20 第672回 定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット

ソプラノ：
サラ・ウェゲナー
メゾソプラノ：
ターニャ・アリアーネ・
バウムガルトナー
合唱：東響コーラス

J.シュトラウスⅡ 芸術家の生涯 op.316
リゲティ レクイエム
タリス スペム・イン・アリウム（40声のモテット）
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」op.24

2019/9/21 第673回 定期演奏会 サントリーホール リオネル・
ブランギエ

ヴァイオリン：
アリーナ・ボゴストキーナ

ブラームス ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.77
プロコフィエフ 交響曲　第４番　ハ長調　op.112 （1947年版）

2019/10/12 第674回定期演奏会 サントリーホール （台風19号接近の影響で中止）

2019/11/16 第675回 定期演奏会 サントリーホール ジョナサン・ノット
ベルク 管弦楽のための３つの小品　op.6
マーラー 交響曲　第7番　ホ短調「夜の歌」

2019/12/8 第676回 定期演奏会 サントリーホール マーク・
ウィグルワース

ピアノ：
マーティン・ジェームズ・バートレット

モーツァルト ピアノ協奏曲　第24番　ハ短調　K.491
マーラー 交響曲　第1番　ニ長調「巨人」

2020/1/25 第677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

ラッヘンマン マルシェ・ファタール （管弦楽版日本初演）
アイネム 「ダントンの死」管弦楽組曲 op.6a （日本初演）
リーム 道、リュシール  （日本初演）
R.シュトラウス 家庭交響曲 op.53

2020/3/28 第678回 定期演奏会 サントリーホール （新型コロナウイルス感染拡大により8月に延期したが、感染拡大が収まらず中止）
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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

2019/4/13 第324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：森麻季

モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲
R.シュトラウス 4つの最後の歌
ブルックナー 交響曲　第1番　ハ短調

2019/5/31 第325回定期演奏会 東京オペラシティ
コンサートホール 川瀬賢太郎 ピアノ：田村響 ショスタコーヴィチ

交響詩「十月革命」op.131
ピアノ協奏曲　第2番　ヘ長調　op.102
交響曲　第9番　変ホ長調　op.70

2019/7/26 第326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 ヴァイオリン：神尾真由子

シベリウス 交響詩「大洋の女神」op.73
ピアソラ

（デシャトニコフ編） ブエノスアイレスの四季

ウォルトン 交響曲　第1番　変ロ短調

2019/9/7 第327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

J.S.バッハ
（野平一郎編） 「フーガの技法」より

シェーンベルク 管弦楽のための変奏曲　op.31
マーラー 交響曲　第1番　ニ長調「巨人」

2019/10/18 第328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：

ライナー・キュッヒル

J.S.バッハ
（レーガー編） 「おお人よ、汝の罪の大いなるを嘆け」

ブラームス ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.77
ベートーヴェン 交響曲　第5番　ハ短調　op.67「運命」

2019/11/9 第329回定期演奏会 東京オペラシティ
コンサートホール 藤岡幸夫 ピアノ：松田華音

ヴォーン
＝ウィリアムズ 「富める人とラザロ」の5つのヴァリアント

プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第3番　ハ長調　op.26
伊福部昭 舞踊曲「サロメ」

2020/1/18 第330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

柴田南雄 シンフォニア
矢代秋雄 交響曲
シベリウス 交響曲　第2番　ニ長調　op.43

2020/2/22 第331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：横山恵子
メゾソプラノ：清水華澄
テノール：二塚直紀
バリトン：大沼徹
合唱：東京シティ・フィル・コーア

ベートーヴェン ミサ・ソレムニス（荘厳ミサ曲） ニ長調 op. 123

2020/3/14 第332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 （新型コロナウイルス感染拡大により8月12日に曲目変更の上、延期）

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

2019/4/20 第876回定期演奏会
Cシリーズ 東京芸術劇場 大野和士 ピアノ：ニコライ・ルガンスキー

グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　 op.16
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2019/4/26 第877回定期演奏会
Bシリーズ サントリーホール 大野和士

武満徹 鳥は星形の庭に降りる（1977）
シベリウス 交響曲　第6番　ニ短調　op.104
ラフマニノフ 交響的舞曲　op.45

2019/5/28 第878回定期演奏会
Aシリーズ 東京文化会館 アンドリュー・

リットン
ピアノ：
アンナ・ヴィニツカヤ 

バーバー 管弦楽のためのエッセイ　第2番　op.17
プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第3番　ハ長調　op.26
チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op. 36

2019/6/8 第879回定期演奏会
Cシリーズ 東京芸術劇場 アレホ・ペレス ピアノ：長尾洋史

メゾ・ソプラノ：加藤のぞみ
ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）
ファリャ バレエ音楽「三角帽子」（全曲）

2019/6/25 第880回定期演奏会
Bシリーズ サントリーホール

クシシュトフ・
ペンデレツキ, 
マチェイ・トヴォレク

ヴァイオリン：庄司紗矢香
ペンデレツキ

平和のための前奏曲（2009）
ヴァイオリン協奏曲　第2番《メタモルフォーゼン》

ベートーヴェン 交響曲　第7番　イ長調　op.92

2019/7/16 第881回定期演奏会
Aシリーズ 東京文化会館 小泉和裕 チェロ：宮田大

ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　 op.104
ブラームス 交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2019/7/24 第882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

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4番　変ホ長調「ロマンティック」
（ノヴァーク:1878/80年版）

2019/7/25 第883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

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4番　変ホ長調「ロマンティック」
（ノヴァーク:1878/80年版）

2019/9/3 第884回定期演奏会
Aシリーズ 東京文化会館 大野和士 ヴァイオリン：

ヴェロニカ・エーベルレ
ベルク ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のために」
ブルックナー 交響曲　第9番　ニ短調 （ノヴァーク版）

2019/9/4 第885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：

ヴェロニカ・エーベルレ
ベルク ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のために」
ブルックナー 交響曲　第9番　ニ短調 （ノヴァーク版）

2019/9/8 第886回定期演奏会
Cシリーズ 東京芸術劇場 大野和士 ピアノ：

ホアキン・アチュカロ

シベリウス 組曲『レンミンカイネン』 より トゥオネラの白鳥 
op.22-2

ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第2番 ハ短調　op.18
シベリウス 交響曲　第2番　ニ長調　op.43
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2019/10/2 第887回定期演奏会
Cシリーズ 東京芸術劇場 フィリップ・フォン・

シュタイネッカー チェロ：エドガー・モロー

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
オッフェンバック チェロ協奏曲 ト長調 「軍隊風」（日本初演）
スッペ 喜歌劇「美しきガラテア」序曲

オッフェンバック
歌劇「ホフマン物語」より「間奏曲」、「舟歌」
喜歌劇「天国と地獄」序曲

2019/10/7 第888回定期演奏会
Aシリーズ 東京文化会館 マルク・

ミンコフスキ
シューマン 交響曲　第4番　ニ短調　op.120

（1841年初稿版）
チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」

2019/10/16 第889回定期演奏会
Bシリーズ サントリーホール 小泉和裕

ワーグナー ジークフリート牧歌
ブルックナー 交響曲　第7番　ホ長調（ノヴァーク版）

2019/11/11 第890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

チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」
ショスタコーヴィチ 交響曲　第11番　ト短調　 op.103「1905年」

2019/11/16 第89１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 ヴァイオリン：

ヨゼフ・シュパチェク 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12番　ニ短調 「1917年」

2019/12/8 第892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 ヴァイオリン：矢部達哉

リスト（アダムズ） 悲しみのゴンドラ
バルトーク ヴァイオリン協奏曲　第1番
アデス クープランからの3つの習作 （日本初演）
ハイドン 交響曲　第90番　ハ長調　Hob.I:90

2019/12/9 第893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 ヴァイオリン：矢部達哉

リスト（アダムズ） 悲しみのゴンドラ
バルトーク ヴァイオリン協奏曲　第1番
アデス クープランからの3つの習作 （日本初演）
ハイドン 交響曲　第90番　ハ長調　Hob.I:90

2019/12/16 第894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 マーラー 交響曲　第6番　イ短調 「悲劇的」

2020/1/16 第895回定期演奏会
Bシリーズ サントリーホール マーティン・ブラビンス トロンボーン：

ヨルゲン・ファン・ライエン

ラヴェル 組曲「クープランの墓」
マクミラン トロンボーン協奏曲 （日本初演）
エルガー 創作主題による変奏曲「エニグマ」

2020/2/3 第896回 定期演奏会
Aシリーズ 東京文化会館 フランソワ

＝グザヴィエ・ロト 栗友会合唱団
ラモー オペラ=バレ「優雅なインドの国々」組曲
ルベル バレエ音楽「四大元素」
ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

2020/3/4 第897回 定期演奏会
Bシリーズ サントリーホール （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

2020/3/9 第898回 定期演奏会
Aシリーズ 東京文化会館 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

2020/3/27 第899回 定期演奏会
Cシリーズ 東京芸術劇場 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/4/21 第124回定期演奏会 東京芸術劇場
コンサートホール 飯森範親

ワーグナー 交響曲　ホ長調
ブルックナー 交響曲　第9番　ニ短調

2019/6/30 第125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：清水高師

チェロ：アントン・ニクレスク

J.S.バッハ
管弦楽組曲　第3番より　エア
ガヴォット

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

ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2019/9/7 第126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 ヴァイオリン：

トーマス・クリスチャン

プッチーニ 交響的綺想曲
パガニーニ ヴァイオリン協奏曲　第4番
R.シュトラウス 交響的幻想曲「イタリアから」

2019/11/9 第127回定期演奏会 東京芸術劇場
コンサートホール 垣内悠希 ヴァイオリン：大谷康子

シベリウス 組曲「カレリア」 op.11
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
シベリウス 交響曲　第1番　ホ短調　op.39

2020/1/26 第128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：福間洸太朗

ラフマニノフ
ヴォカリーズ
ピアノ協奏曲　第2番 ハ短調　op.18

ショスタコーヴィチ 交響曲　第5番　ニ短調　 op.47

2020/3/8 第129回定期演奏会 東京芸術劇場　
コンサートホール （新型コロナウイルス感染拡大により中止）
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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

2019/4/18 第920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 ピアノ：小山 実稚恵

ウォルトン 戴冠式行進曲「王冠」

モーツァルト ピアノ協奏曲　第26番　ニ長調　K.537
「戴冠式」

チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op. 36

2019/4/21 第921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 ピアノ：小山 実稚恵

ウォルトン 戴冠式行進曲「王冠」

モーツァルト ピアノ協奏曲　第26番　ニ長調　K.537
「戴冠式」

チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op. 36

2019/6/14 第922回サントリー
定期シリーズ サントリーホール 沼尻 竜典 メゾ・ソプラノ：中島 郁子

テノール：ダニエル・ブレンナ
ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」
マーラー 大地の歌

2019/6/16 第923回オーチャード
定期演奏会 オーチャードホール 沼尻 竜典 メゾ・ソプラノ：中島 郁子

テノール：ダニエル・ブレンナ
ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」
マーラー 大地の歌

2019/7/18 第924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：クリステル・リー

シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47
ドヴォルザーク 交響曲　第9番　ホ短調　op.95「新世界より」

2019/9/13 第925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：木嶋 真優
女声合唱：新国立劇場合唱団

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

2019/9/22 第926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
ヴァイオリン：木嶋 真優
女声合唱：新国立劇場合唱団

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

2019/10/20 第927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
テノール：イルカー・アルカユーリック
男声合唱：新国立劇場合唱団

ビゼー 交響曲　第1番　ハ長調
リスト ファウスト交響曲

2019/10/21 第928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
テノール：イルカー・アルカユーリック
男声合唱：新国立劇場合唱団

ビゼー 交響曲　第1番　ハ長調
リスト ファウスト交響曲

2019/11/23 第929回オーチャード
定期演奏会 オーチャードホール ケンショウ・

ワタナベ ピアノ：舘野 泉
ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲　ニ長調
マーラー 交響曲　第1番　ニ長調「巨人」

2020/1/24 第930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 ピアノ：阪田 知樹
ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第3番　ニ短調　op.30
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2020/1/26 第931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 ピアノ：阪田 知樹
ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第3番　ニ短調　op.30
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2020/2/21 第932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

カルメン：マリーナ・コンパラート
ドン=ホセ ：キム・アルフレード
ミカエラ：アンドレア・キャロル
エスカミーリョ：チェ・ビョンヒョク 他
合唱：新国立劇場合唱団
児童合唱：杉並児童合唱団

ビゼー 歌劇「カルメン」[演奏会形式]

2020/2/23 第933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

カルメン：マリーナ・コンパラート
ドン=ホセ ：キム・アルフレード
ミカエラ：アンドレア・キャロル
エスカミーリョ：チェ・ビョンヒョク 他
合唱：新国立劇場合唱団
児童合唱：杉並児童合唱団

ビゼー 歌劇「カルメン」[演奏会形式]

2020/3/13 第934回サントリー
定期シリーズ （新型コロナウイルス感染拡大により来シーズンに延期）

2020/3/15 第935回オーチャード
定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により来シーズンに延期）

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

2019/4/19
2019/4/20

第709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：ジョン・リル

武満徹 弦楽のためのレクイエム
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第3番　ハ短調　op.37
シベリウス 交響曲　第2番　ニ長調　op.43

2019/5/17
2019/5/18

第710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

ピアノ：エフゲニー・スドビン
トゥリッドゥ：ニコライ・イェロヒン
サントゥツァ：清水華澄
ローラ：富岡明子
アルフェオ：上江隼人
ルチア：石井藍
合唱：日本フィルハーモニー協会合唱団

メトネル ピアノ協奏曲　第2番　ハ短調　op.50

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）

2019/6/7
2019/6/8

第711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 ヴァイオリン：諏訪内晶子

湯浅譲二 シベリウス讃ーミッドナイト・サンー
サロネン ヴァイオリン協奏曲
シベリウス レンミンカイネン組曲より　4つの伝説

2019/7/12
2019/7/13

第712回
東京定期演奏会 サントリーホール 広上淳一 ピアノ：小山実稚恵

ラター 弦楽のための組曲
J.S.バッハ ピアノ協奏曲　第3番　ニ長調　BWV1054
フィンジ エクローグ~ピアノと管弦楽のための　op.10

ハイドン 交響曲　第104番　ニ長調　Hob. Ⅰ- 104
「ロンドン」

バターワース 2つのイギリス田園詩曲
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2019/9/6
2019/9/7

第713回東京定期
演奏会 サントリーホール 山田和樹 ヴァイオリン：田野倉雅秋

サン=サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」op.47 よりバッカナール

間宮芳生 ヴァイオリン協奏曲第1番
（日本フィルシリーズ第2作）

大島ミチル Beyond the point of  no return
（日本フィルシリーズ第42作、世界初演）

ルーセル バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」第1・2組曲

2019/10/18
2019/10/19

第714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：アレクセイ・ヴォロディン

ドヴォルザーク 歌劇「アルミダ」序曲　op.115
ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第4番　ト長調　op.58
ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2019/11/1
2019/11/2

第715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6番　ハ短調　op.58
ストラヴィンスキー バレエ音楽「火の鳥」（全曲）

2019/12/6
2019/12/7

第716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

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲
ルトスワフスキ オーケストラのための書
R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」op.40

2020/1/17
2020/1/18

第717回東京定期
演奏会 サントリーホール 小林研一郎 スメタナ 連作交響詩「わが祖国」（全曲）

2020/3/6 第718回東京定期
演奏会 サントリーホール

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

2019/4/17 第587回定期演奏会 サントリーホール オラリー・エルツ ヴァイオリン：ヴィルデ・フラング

トゥール 幻影（キュミ・シンフォニエッタ、エストニア国
立交響楽団との共同委嘱作品／日本初演）

ストラヴィンスキー ヴァイオリン協奏曲　ニ長調
武満徹 星・島（スター・アイル）
シベリウス 交響曲　第5番　変ホ長調　op.82

2019/5/14 第588回定期演奏会 サントリーホール セバスティアン・
ヴァイグレ

ヘンツェ ７つのボレロ
ブルックナー 交響曲　第9番　ニ短調

2019/6/13 第589回定期演奏会 サントリーホール 山田和樹 ソプラノ：アルビナ・シャギムラトヴァ
伊福部昭 SF交響ファンダジー第1番
グリエール コロラトゥーラ・ソプラノのための協奏曲 op.82
カリンニコフ 交響曲　第1番　ト短調

2019/7/11 第590回定期演奏会 サントリーホール ヘンリク・ナナシ ピアノ：リュカ・ドゥバルグ

コダーイ ガランタ舞曲

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

バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2019/9/10 第591回定期演奏会 サントリーホール セバスティアン・
ヴァイグレ チェロ：アルバン・ゲルハルト

プフィッツナー チェロ協奏曲 イ短調（遺作）
ハンス・ロット 交響曲　ホ長調

2019/10/9 第592回定期演奏会 サントリーホール ユーリ・テミルカーノフ バス：ピョートル・ミグノフ
男声合唱：新国立劇場合唱団

ハイドン 交響曲　第94番　ト長調「驚愕」
ショスタコーヴィチ 交響曲　第13番　変ロ短調「バビ・ヤール」

2019/11/29 第593回定期演奏会 サントリーホール トマーシュ・ネトピル チェロ：ジャン＝ギアン・ケラス

モーツァルト 歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲

リゲティ
無伴奏チェロ・ソナタ
チェロ協奏曲

スーク アスラエル交響曲　ハ短調　op.27

2020/1/15 第594回定期演奏会 サントリーホール 下野竜也 サクソフォン：上野耕平

ショスタコーヴィチ エレジー
ジョン・アダムズ サクソフォン協奏曲
フェルドマン On Time and the Instrumental Factor（日本初演）
グバイドゥーリナ ペスト流行時の酒宴（日本初演）

2020/2/28 第595回定期演奏会 サントリーホール （新型コロナウイルス感染拡大により中止）
2020/3/12 第596回定期演奏会 サントリーホール （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/5/11 第348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：石田泰尚
ソプラノ：半田美和子
メゾ・ソプラノ：山下牧子
語り：國府田マリ子
女声合唱：東京混声合唱団

ブロッホ ヴァイオリン協奏曲

メンデルスゾーン 劇付随音楽「夏の夜の夢」op.61

2019/6/22 第349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：
クララ・ジュミ・カン

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
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2019/7/13 第350回定期演奏会 横浜みなとみらいホール 鈴木優人
ソプラノ：澤江衣里
テノール：櫻田亮
バリトン：ドミニク･ヴェルナー
合唱：バッハ･コレギウム･ジャパン

ハイドン オラトリオ「天地創造」Hob.XXⅠ-2

2019/8/23
2019/8/24 第351回定期演奏会 横浜みなとみらいホール

大ホール 小泉和裕 ベートーヴェン
交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」
交響曲　第5番　ハ短調　op.67「運命」
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2019/9/7 第352回定期演奏会 横浜みなとみらいホール ユージン・ツィガーン ピアノ：久元祐子
ラヴェル ラ・ヴァルス
モーツァルト ピアノ協奏曲　第20番　ニ短調　K.466
ショスタコーヴィチ 交響曲　第10番　ホ短調　op.93

2019/11/16 第353回定期演奏会 横浜みなとみらいホール カーチュン・ウォン ヴァイオリン：﨑谷直人
チェロ：門脇大樹

ワーグナー 歌劇「タンホイザー」序曲

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

エルガー 創作主題による変奏曲「エニグマ」

2019/12/6
2019/12/7 第354回定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎

ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より
“第一幕への前奏曲”

ツィンマーマン ユピュ王の晩餐のための音楽
ムソルグスキー

（ストコフスキー編） 組曲「展覧会の絵」

2020/1/25 第355回定期演奏会 横浜みなとみらいホール オッコ・カム ピアノ：牛田智大
シベリウス 組曲『レンミンカイネン』 より トゥオネラの白鳥 

op.22-2
ショパン ピアノ協奏曲　第1番　ホ短調　op.11
チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　op.74「悲愴」

2020/2/8 第356回定期演奏会 横浜みなとみらいホール 井上道義 ソプラノ：ザリーナ･アバーエフ
バス：エフゲニー･スタヴィンスキー

ショスタコーヴィチ 交響曲　第14番　ト短調　op.135
ビゼー

（シチェドリン編） バレエ音楽「カルメン組曲」

2020/3/6
2020/3/8 第357回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/6/8 第415回定期公演 石川県立音楽堂
コンサートホール ピエール・ドゥモソー

クラ 子供の心（1918）
フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」op.80
オネゲル 夏の牧歌
ルーセル バレエ音楽「蜘蛛の饗宴」op.17

2019/6/19 第416回定期公演 石川県立音楽堂
コンサートホール コリヤ・ブラッハー ヴァイオリン：コリヤ・ブラッハー

ブリテン フランク・ブリッジの主題による変奏曲　op.10
ブラームス ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.77
ベートーヴェン 交響曲　第4番　変ロ長調　op.60

2019/7/6 第417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 ヴァイオリン：クリストフ・コンツ

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.61
ブラームス セレナード　第1番　ニ長調　op.11

2019/7/18 第418回定期公演 石川県立音楽堂
コンサートホール パトリック・ハーン

ピアノ：辻井伸行
トランペット：ルシエンヌ・
ルノダン＝ヴァリ

バルトーク ディヴェルティメント
ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲　第1番　ハ短調　op.35
チャイコフスキー 弦楽のためのセレナード　ハ長調　op.48

2019/9/22 第419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：辻彩奈

モーツァルト
歌劇「後宮からの逃走」序曲　K.384
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

2019/10/12 第420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 ドヴォルザーク

スラヴ舞曲集　op.72（全曲）
交響曲　第9番　ホ短調　op.95「新世界より」

2019/10/31 第421回定期公演 石川県立音楽堂
コンサートホール ラルフ・ゴトーニ ピアノ：ラルフ・ゴトーニ

ハイドン
ピアノ協奏曲　ニ長調　Hob.XVⅢ－11
交響曲　第83番　ト短調　Hob.1-83

「めんどり」
プロコフィエフ

（バルシャイ編） 「束の間の幻影」op.22

ベートーヴェン 交響曲　第8番　ヘ長調　op.93

2019/11/28 第422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：津田裕也

ナッセン ムソルグスキー・ミニアチュアズ（1978）
ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲　第2番　ヘ長調　op.102
ムソルグスキー

（J.ユー編） 展覧会の絵ー室内オーケストラのための（2002）

2020/1/11 第423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 ソプラノ：森麻季

ヴァイオリン：アビゲイル・ヤング

モーツァルト

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲　K.527
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より
”むごい女よ！言わないで、私の愛しい人よ”
アイネ・クライネ・ナハトムジーク　K.525より
第1,2楽章

ヴィヴァルディ 協奏曲集「四季」より”冬”

ヘンデル

歌劇「アタランタ」より”いとしの森よ”
歌劇「セルセ」より”序曲”
”ジーグ””なつかしい木陰よ”
歌劇「リナルド」より”涙の流れるままに”

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

モンティ チャールダーシュ

J.シュトラウスⅡ
田園のポルカ op.276
ポルカ「雷鳴と電光」op.324
ワルツ「美しく青きドナウ」op.314
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2020/1/25 第424回定期公演 石川県立音楽堂
コンサートホール マキシム・パスカル ヴァイオリン：ユージュン・ハン

ピアノ：アルフォンセ・セミン

ベルク 室内協奏曲　op.8
挾間美帆 南坊の誓い（OEK委嘱作品・世界初演）
ベートーヴェン 交響曲　第2番　ニ長調　op.36

2020/2/20 第425回定期公演 石川県立音楽堂
コンサートホール 鈴木優人 ヴァイオリン：川久保賜紀

V.ウィリアムズ 揚げひばり
バーバー ヴァイオリン協奏曲　op.14
メンデルスゾーン 交響曲　第4番　イ長調　op.90「イタリア」

2020/3/7 第426回定期公演 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）
2020/3/21 第427回定期公演 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/5/17 第168回定期演奏会 電気文化会館　
ザ・コンサートホール 中野振一郎

トランペット：
オットー・ザウター
リコーダー：
鈴木俊哉、田中せい子

J.S.バッハ

ブランデンブルグ協奏曲　第1番　ヘ長調　
BWV1046
ブランデンブルグ協奏曲　第2番　ヘ長調　
BWV1047
ブランデンブルグ協奏曲　第3番　ト長調　
BWV1048
ブランデンブルグ協奏曲　第4番　ト長調　
BWV1049
ブランデンブルク協奏曲　第5番　ニ長調　
BWV1050
ブランデンブルク協奏曲　第6番　変ロ長調
BWV1051

2019/6/14 第169回定期演奏会 電気文化会館　
ザ・コンサートホール 中野振一郎

チェンバロ：
築山茉以、木村恵理、
細川和子

J.S.バッハ

チェンバロ協奏曲　第4番　イ長調　BWV1055
2台のチェンバロ協奏曲　第3番　ハ短調　
BWV1062
3台のチェンバロ協奏曲　第1番　ニ短調　
BWV1063
3台のチェンバロ協奏曲　第2番　ハ長調　
BWV1064

ヴィヴァルディ 調和の霊感op.3より第10番　ロ短調　RV580
J.S.バッハ 4台のチェンバロ協奏曲　イ短調　BWV1065

2019/7/12 第170回定期演奏会 電気文化会館　
ザ・コンサートホール 中野振一郎 ヘンデル

歌劇「セルセ」序曲
合奏協奏曲　イ長調　op.6-11
組曲「水上の音楽」第1組曲、第2組曲、
第3組曲

2019/9/20 第171回定期演奏会 三井住友海上
しらかわホール 角田鋼亮

水野みか子 管弦楽のためのミルフォード・ポンド
（委嘱作品・世界初演）

シェーンベルク 室内交響曲　第1番　op.9（1906/1914
管弦楽版）（日本初演）

ベートーヴェン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.55「英雄」

2019/11/22 第172回定期演奏会 三井住友海上
しらかわホール 飯守泰次郎 ヴァイオリン：タミ・ポヒョラ シベリウス

交響詩「フィンランディア」op.26
ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47
交響曲　第1番　ホ短調　op.39

2020/1/10 第173回定期演奏会 三井住友海上
しらかわホール 角田鋼亮

エルガー 演奏会用序曲「フロワサール」　op.19
ホルスト サマセット狂詩曲op.21
ブリテン シンフォニエッタ　op.1
パリー 交響曲　第3番　ハ長調「イングリッシュ」

2020/3/20 第174回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/4/19
2019/4/20 第467回定期演奏会 愛知県芸術劇場

コンサートホール
マックス・
ポンマー

オルガン：アレシュ・バールタ
ソプラノ：中村恵理
メゾ・ソプラノ：富岡明子
テノール：鈴木准
バリトン：与那城敬
合唱：岡崎混声合唱団、
愛知県立岡崎高等学校コーラス部

レーガー
モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ　op.132

序曲とパッサカリア　ヘ短調　op.63
（オルガン独奏）

モーツァルト レクイエム　ニ短調　K.626（ジュスマイヤー版）

2019/5/24
2019/5/25 第468回定期演奏会 愛知県芸術劇場

コンサートホール
カーチュン・
ウォン ヴィオラ：ルオシャ・ファン

バルトーク
ハンガリーの風景　Sz.97
ヴィオラ協奏曲　Sz.120（シェルイ補筆版）

シベリウス
交響曲　第6番　ニ短調　op.104
交響曲　第7番　ハ長調　op.105

2019/6/14
2019/6/15 第469回定期演奏会 愛知県芸術劇場

コンサートホール 小泉和裕 ヴァイオリン：
クララ＝ジュミ・カン

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
シューマン 交響曲　第2番　ハ長調　op.61
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2019/7/5
2019/7/6 第470回定期演奏会 愛知県芸術劇場

コンサートホール
マーティン・
ブラビンズ ピアノ：ジャン・チャクムル

藤倉大 オーケストラのための「グロ―リアス・クラウズ」
（3楽団共同委嘱作品）

メンデルスゾーン ピアノ協奏曲　第2番　ニ短調　op.40
エルガー 交響曲　第1番　変イ長調　op.55

2019/9/6
2019/9/7 第471回定期演奏会 愛知県芸術劇場

コンサートホール 小泉和裕
ワーグナー ジークフリート牧歌
ブルックナー 交響曲　第7番　ホ長調（ノヴァーク版）

2019/10/11
（10/12は
台風の影響に
より中止）

第472回定期演奏会 愛知県芸術劇場
コンサートホール

ハインツ・
ホリガー

オーボエ：ハインツ・ホリガー
イングリッシュ・ホルン：
マリー＝リーゼ・シュプバッハ

武満徹 夢窓
細川俊夫 結び－ハインツ・ホリガーの80歳の誕生日を祝して－
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
シューベルト 交響曲　第8番　ハ長調　D.944「グレイト」

2019/11/15
2019/11/16 第473回定期演奏会 愛知県芸術劇場

コンサートホール 小泉和裕 ヴァイオリン：
オーガスティン・ハーデリッヒ

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲　ホ短調　op.64
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2019/12/6
2019/12/7 第474回定期演奏会 愛知県芸術劇場

コンサートホール
シルヴァン・
カンブルラン

カウンターテナー：藤木大地
ピアノ：野田清隆

デュカス バレエ「ラ・ペリ」

酒井健治 ヴィジョンーガブリエーレ・ダンヌンツィオに基づいて
（委嘱新作，世界初演）

ストラヴィンスキー バレエ「ペトルーシュカ」（1947年版）

2020/1/17
2020/1/18 第475回定期演奏会 愛知県芸術劇場

コンサートホール 沼尻竜典 チェロ：パブロ・フェランデス
シューマン チェロ協奏曲　イ短調　 op.129
ワーグナー 楽劇「ニーべルングの指環』より（沼尻版）

2020/2/21
2020/2/22 第476回定期演奏会 愛知県芸術劇場

コンサートホール 小泉和裕
モーツァルト 交響曲　第38番　ニ長調　K.504 「プラハ」
R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」　op.40

2020/3/13
2020/3/14 第477回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/4/12 第633回定期演奏会 京都コンサートホール
大ホール 井上道義 ピアノ：

イリヤ・ラシュコフスキー プロコフィエフ

組曲「キージェ中尉」op.60
ピアノ協奏曲　第3番　ハ長調　op.26
バレエ音楽「ロメオとジュリエット」組曲より

（井上道義セレクション）

2019/5/18
2019/5/19 第634回定期演奏会 京都コンサートホール

大ホール カーチュン・ウォン ヴァイオリン：
ラグンヒル・ヘムシング

吉松隆 鳥は静かに...op.72
シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47
フランク 交響曲　ニ短調

2019/6/21 第635回定期演奏会 京都コンサートホール
大ホール 広上淳一 ヴァイオリン：五嶋龍

ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
ラフマニノフ 交響的舞曲　op.45

2019/7/27
2019/7/28 第636回定期演奏会 京都コンサートホール

大ホール 高関健 スメタナ 連作交響詩「わが祖国」（全曲）

2019/8/25 第637回定期演奏会 京都コンサートホール
大ホール

ペーター・
ダイクストラ

ソプラノ：盛田麻央
テノール：櫻田亮
バス：青山貴
合唱：京響コーラス

ハイドン オラトリオ「天地創造」Hob.XXⅠ-2

2019/9/21
2019/9/22 第638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：ヤン・リシエツキ

ブルックナー
（スクロヴァチェ
フスキ編）

弦楽五重奏曲　ヘ長調 「アダージョ」

モーツァルト ピアノ協奏曲　第24番　ハ短調　K.491
ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」

2019/10/11 第639回定期演奏会 京都コンサートホール・
大ホール ラルフ・ワイケルト

モーツァルト 交響曲　第35番　ニ長調　k.385「ハフナー」

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

2019/11/16
2019/11/17 第640回定期演奏会 京都コンサートホール

大ホール
シルヴァン・
カンブルラン

武満徹 夢の時～オーケストラのための

ハイドン 交響曲　第104番　ニ長調　Hob. Ⅰ- 104
「ロンドン」

ストラヴィンスキー バレエ音楽「春の祭典」

2020/1/18
2020/1/19 第641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

フルート：
アンドレアス・ブラウ

ベートーヴェン 「アテネの廃墟」序曲

バーンスタイン 「ハリル」独奏フルートと弦楽オーケストラ、
打楽器のためのノクターン

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」

2020/2/14 第642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：

アレクサンドラ・コヌノヴァ
ラロ スペイン交響曲　ニ短調　op.21
プロコフィエフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.100

2020/3/28
第643回定期演奏会

（新型コロナウイル
ス感染拡大により
無観客ライブ配信）

京都コンサートホール
大ホール 広上淳一 ソプラノ：森谷真理

シューベルト 交響曲　第5番　変ロ長調　D.485

マーラー 交響曲　第4番ト長調
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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

2019/4/25 第228回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール オーラ・
ルードナー

ハイドン 交響曲 第60番 ハ長調 Hob.Ⅰ-60「うかつ者」
コダーイ ガランタ舞曲
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 op.70

2019/5/10 第229回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 外山雄三

ソプラノ：木澤佐江子
アルト：糀谷栄里子
テノール：二塚直紀
バリトン：萩原寛明
合唱：大阪響コーラス

ベートーヴェン 交響曲 第９番 ニ短調 op.125「合唱付き」

2019/6/20 第230回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール シモーネ・メネセス

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」

コープランド 「アパラチアの春」組曲
プロコフィエフ 交響曲 第１番 ニ長調 op.25「古典交響曲」
ヴィラ=ロボス シンフォニエッタ 第１番

2019/7/25 第231回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ガブリエル・
フェルツ

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」
（第3稿1888）

2019/9/6 第232回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ヌーノ・コエーリョ ヴァイオリン：
ホァン・モンラ

ブラームス ハイドンの主題による変奏曲 op.56a
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 op.19
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」

2019/10/11 第233回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 川瀬賢太郎 ホルン：福川伸陽 R.シュトラウス

歌劇「カプリッチョ」op.85より”序奏と月光の音楽”
ホルン協奏曲 第２番 変ホ長調
ホルン協奏曲 第１番 変ホ長調 op.11
交響詩「ドン・フアン」op.20

2019/11/21 第234回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 外山雄三 ヴァイオリン：森下幸路

チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」

外山雄三
バレエ音楽「お夏、清十郎」より“パ・ド・ドゥ”
ヴァイオリン協奏曲 第２番 op.60

ショスタコーヴィチ 交響曲 第15番 イ長調  op.141

2019/12/12 第235回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール マリウス・
ストラヴィンスキー

ヴァイオリン：
チャン・ユジン ストラヴィンスキー

管楽器の交響曲（1947年 改訂版）
バレエ音楽「ミューズを率いるアポロ」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長
バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）

2020/1/17 第236回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 本名徹次 ピアノ：
ジャンルカ・カシオーリ

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第２番 変ロ長調 op.19
ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調（ノーヴァク版第２稿 1877）

2020/2/7 第237回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール トーマス・
ザンデルリンク

ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60
ショスタコーヴィチ 交響曲 第10番 ホ短調  op.93

2020/2/27 第238回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 外山雄三 ヴァイオリン：豊嶋泰嗣
チェロ：上村 昇

ブラームス
悲劇的序曲 op.81
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 
イ短調 op.102

ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 op.36

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

2019/4/12
2019/4/13 第527回定期演奏会 フェスティバルホール 尾高忠明

藤倉大 レア・グラヴィティ
マーラー 交響曲　第9番 ニ長調

2019/5/23
2019/5/24 第528回定期演奏会 フェスティバルホール シャルル・デュトワ

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」op.9
ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2019/6/21
2019/6/22 第529回定期演奏会 フェスティバルホール ヨエル・レヴィ

モーツァルト 交響曲　第38番　ニ長調　K.504 「プラハ」

ヤナーチェク
狂詩曲「タラス・ブーリバ」
シンフォニエッタ

2019/7/18
2019/7/19 第530回定期演奏会 フェスティバルホール ダン・エッティンガー ピアノ：清水和音

リャードフ ポロネーズ　op.49
ラフマニノフ ピアノ協奏曲　第1番　嬰へ短調　op.1
チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op. 36

2019/9/27
2019/9/28 第531回定期演奏会 フェスティバルホール ハインツ・ホリガー ピアノ：ハインツ・ホリガー

ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」

ホリガー
エリス（ピアノ独奏版）
エリス（管弦楽版、日本初演）

ラヴェル ラ・ヴァルス
シューベルト

（R.モーゼル編） アンダンテ　ロ短調　D936A

シューベルト 交響曲　第7番　ロ短調　D759「未完成」
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2019/10/25
2019/10/26 第532回定期演奏会 フェスティバルホール 尾高忠明 オーボエ：フィリップ・トーンドゥル

ソプラノ：ゲニア・キューマイヤー R.シュトラウス

13管楽器のためのセレナード　変ホ長調　op.7
オーボエ協奏曲　二長調
交響詩「死と変容」op.24
4つの最後の歌

2019/11/27
2019/11/28 第533回定期演奏会 フェスティバルホール 準・メルクル ピアノ：児玉麻里、児玉 桃

ドビュッシー
子供の領分（カプレ編）
牧神の午後への前奏曲

武満徹 夢の引用
シューマン 交響曲　第3番　変ホ長調　op.97「ライン」

2020/1/16
2020/1/17 第534回定期演奏会 フェスティバルホール 尾高忠明 チェロ：スティーヴン・イッサーリス

エルガー チェロ協奏曲　ホ短調　op.85
ブルックナー 交響曲　第3番　二短調「ワーグナー」（第3稿）

2020/2/21
2020/2/22 第535回定期演奏会 フェスティバルホール 秋山和慶 ヴァイオリン：辻 彩奈

ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」
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1番　ト短調　op.13「冬の日の幻想」

2020/3/19
第536回定期演奏会

（新型コロナウイル
ス感染拡大により
無観客ライヴ配信）

フェスティバルホール 井上道義 ヴァイオリン：アイレン・プリッチン

ハイドン 交響曲　第2番　ハ長調　Hob.Ⅰ-2
モーツァルト 交響曲　第5番　変ロ長調　K.22

ストラヴィンスキー
ヴァイオリン協奏曲　ニ長調
バレエ音楽「春の祭典」

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

2019/4/29 第300回
記念定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡 幸夫 チェロ：宮田 大

ディーリアス 春を告げるカッコウ
エルガー チェロ協奏曲　ホ短調　op.85
菅野 祐悟 交響曲第2番”Alles ist Architektur"（世界初演）

2019/5/17 第301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：広瀬 悦子

ハイドン 交響曲　第49番　ヘ短調　Hob.Ⅰ-49「受難」
メンデルスゾーン ピアノ協奏曲　第1番　ト短調　op.25
ベートーヴェン 交響曲　第4番　変ロ長調　op.60

2019/6/14 第302回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 鈴木 優人 ピアノ：小菅 優
黛 敏郎 シンフォニック・ムード（黛敏郎生誕90年記念）
矢代 秋雄 ピアノ協奏曲（矢代秋雄生誕90年記念）
芥川 也寸志 交響曲第1番（芥川也寸志没後30年記念）

2019/7/12 第303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：石橋 栄実、田中 めぐみ
アルト：福原 寿美枝、村井 優美
テノール：畑 儀文、総毛 創
バリトン：与那城 敬、武久 竜也
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「エリア」　op.70

2019/9/16 第304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：ジョナサン・フォーネル

ショパン
アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ　
op.22
ピアノ協奏曲　第2番　ヘ短調　op.21

ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」

2019/10/16 第305回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 藤岡 幸夫 ヴァイオリン：神尾 真由子
ウォルトン ヴァイオリン協奏曲
ハチャトゥリアン 交響曲　第2番　ホ短調「鐘」

2019/11/29 第306回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール オーギュスタン・
デュメイ

ヴァイオリン：
オーギュスタン・デュメイ
ピアノ：上田 晴子

R.シュトラウス
ヴァイオリン・ソナタ　変ホ長調　op.18
メタモルフォーゼン（変容）
～23の独奏弦楽器のための～

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」

2020/2/28 第307回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ゴロー・ベルク ピアノ：ダナエ・デルケン
シューマン 序曲、スケルツォとフィナーレ　op.52
クララ・シューマン ピアノ協奏曲　イ短調　op.7
ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2020/3/31 第308回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/4/11 第234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 交響曲 ホ長調
ブルックナー 交響曲第9番 ニ短調（コールス校訂版）

2019/5/16 第235回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 高関 健 ヴァイオリン：竹澤恭子
藤倉大 シークレット・フォレスト
バーバー ヴァイオリン協奏曲　op. 14
ドヴォルザーク 交響曲　第6番　ニ長調　op. 60

2019/6/13 第236回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール ヤーノシュ・
コヴァーチュ ピアノ：ガーボル・ファルカシュ

バルトーク 舞踏組曲

リスト
ハンガリー狂詩曲　第2番　嬰ハ短調
ハンガリー幻想曲

バルトーク 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽
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2019/7/18 第237回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森 範親 ピアノ：横山 幸雄

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」op.9
ダンディ フランスの山人の歌による交響曲　op. 25
ビゼー 「アルルの女」 組曲　第2番
ラヴェル ボレロ

2019/9/26 第238回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール シュテファン・
ヴラダー ピアノ：シュテファン・ヴラダー

スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」  序曲
モーツァルト ピアノ協奏曲　第23番 　イ長調　K. 488
ベートーヴェン 交響曲　第7番　イ長調　op.92

2019/10/24 第239回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯森 範親

ソプラノ：石橋 栄実
バリトン：平野 和
合唱：
ザ・カレッジオペラハウス合唱団
日本センチュリー合唱団

團伊玖磨 飛天繚乱

ブラームス ドイツ･レクイエム　op.45

2019/11/14 第240回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 飯守 泰次郎
ピアノ：
アルトゥール・ユッセン
ルーカス・ユッセン

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲

モーツァルト 3台のピアノのための協奏曲　ヘ長調　K. 242 
（2台ピアノ版）

ワーグナー
歌劇「リエンツィ」  序曲
歌劇「ローエングリン」  第1幕への 前奏曲

R.シュトラウス 楽劇「ばらの騎士」組曲　op. 59

2019/12/8 第241回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉 和裕 ヴィオラ：山碕 智子
ワーグナー ジークフリート牧歌
バルトーク ヴィオラ協奏曲
ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調　op.98

2020/1/30 第242回定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 小泉 和裕
シューマン 交響曲　第1番　変ロ長調　op.38「春」
フランク 交響曲　ニ短調

2020/3/12 第243回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/4/19
2019/4/20
2019/4/21

第114回定期演奏会 兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール パスカル・ロフェ フルート：工藤重典

ストラヴィンスキー 組曲 ｢プルチネッラ｣
イベール フルート協奏曲
デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」
ドビュッシー 交響詩「海」

2019/5/24
2019/5/25
2019/5/26

第115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 トランペット：

パーチョ・フローレス

マルケス ダンソン　２番

マルケス トランペットとオーケストラのための
「秋のコンチェルト」（共同委嘱作品、日本初演）

コープランド バレエ組曲「ロデオ」より
コープランド バレエ音楽「ビリー・ザ・キッド」 組曲

2019/6/21
2019/6/22
2019/6/23

第116回定期演奏会 兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール 下野竜也 メゾ・ソプラノ池田香織

ワーグナー
（ヘンツェ編） 女声のための5つの詩「ヴェーゼンドンク歌曲集」

ブルックナー 交響曲　第5番　変ロ長調
2019/9/13
2019/9/14
2019/9/15

第117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 ブルックナー 交響曲　第8番　ハ短調

（初稿/1887年、ノヴァーク版）

2019/10/18
2019/10/19
2019/10/20

第118回定期演奏会 兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

アレクサンドル・
ヴェデルニコフ

ヴァイオリン：
クララ・ジュミ・カン

チャイコフスキー
プロコフィエフ

ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
交響曲　第5番　変ロ長調　op.100

2019/11/22
2019/11/23
2019/11/24

第119回定期演奏会 兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール カチュン・ウォン チェロ：

アントニオ・メネセス
ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲　第１番　変ホ長調　op.107

マーラー 交響曲　第1番　ニ長調「巨人」

2020/1/17
2020/1/18
2020/1/19

第120回定期演奏会 兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール 佐渡 裕

ピアノ：菊池 洋子
ソプラノ：幸田 浩子
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 ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.61
（ピアノ協奏曲版）

フォーレ レクイエム　op.48

2020/2/14
2020/2/15
2020/2/16

第121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：児玉桃 チャイコフスキー

ピアノ協奏曲　第1番　変ロ短調　op.23

マンフレッド交響曲　op.58

2020/3/13 第122回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/4/14 第389回定期演奏会 広島文化学園
HBGホール

レオポルト・
ハーガー ヴァイオリン：神尾真由子

ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.61
ブラームス 交響曲　第2番　ニ長調　op.73

2019/5/24 第390回定期演奏会 広島文化学園
HBGホール 下野竜也 ブルックナー 交響曲　第5番　変ロ長調（原典版）

2019/6/8 第391回定期演奏会 広島文化学園
HBGホール イルジー・ローゼン ピアノ：奥井紫麻

ステンハンマル 交響的序曲 ｢エクセルシオール！｣ op.13
グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　 op.16
ニールセン 交響曲　第4番　op.29　｢不滅」
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2019/7/12 第392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：
アラヴェラ・美歩・
シュタインバッハー

フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」op.80
サン=サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ　op.28
ラヴェル ツィガーヌ
F.シュミット バレエ音楽 ｢サロメの悲劇｣ op.50

2019/9/13 第393回定期演奏会 広島文化学園
HBGホール 下野 竜也 ピアノ：清水和音

ショパン ピアノ協奏曲　第1番　ホ短調　op.11
矢代秋雄 交響曲

2019/10/11 第394回
プレミアム定期演奏会

広島文化学園
HBGホール リオ・クオクマン ヴァイオリン：サラ・チャン

シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47
ラフマニノフ 交響曲　第2番　ホ短調　op.27

2019/11/29 第395回定期演奏会 広島文化学園
HBGホール

シルヴァン・
カンブルラン

ハイドン 交響曲　第102番　変ロ長調　Hob.Ⅰ-102
ベルリオーズ 幻想交響曲　op.14

2020/1/17 第396回定期演奏会 広島文化学園
HBGホール なし

コンサートマスター＆
ソロ・ヴァイオリン：
フォルクハルト・シュトイデ 
ヴィオラ：安保惠麻

ベートーヴェン ロマンス　第2番　ヘ長調　op.50

モーツァルト
協奏交響曲　変ホ長調　K.364
交響曲　第41番　ハ長調　K.551「ジュピター」

2020/2/21 第397回定期演奏会 広島文化学園
HBGホール 下野達也 ピアノ：小山実稚恵

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」
伊福部昭 ピアノと管弦楽のための協奏風交響曲

2020/3/7 第398回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/7/27 第375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

アルト：清水華澄
女声合唱：九響合唱団、
RKB女声合唱団、
多目的混声合唱団Chor Solfa!、
ちくしの混声合唱団、
福岡教育大学 （音楽専攻生）  他
児童合唱：活水高等学校コーラス部 
樟 Twinkle Stars、
久留米児童合唱団
合唱指揮：横田諭

マーラー 交響曲　第3番　ニ短調

2019/8/30 第376回定期演奏会 アクロス福岡
シンフォニーホール

マルチェロ・
レーニンガー ギター：ラファエル・アギーレ

ファリャ 組曲「三角帽子」第1番
ロドリーゴ アランフェス協奏曲
バーンスタイン 管弦楽のためのディヴェルティメント
ヒナステラ 組曲「エスタンシア」

2019/9/20 第377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

ワーグナー ジークフリート牧歌
ブルックナー 交響曲　第7番　ホ長調（ノヴァーク版）

2019/10/11 第378回定期演奏会 アクロス福岡
シンフォニーホール 広上淳一 ピアノ：ジャン・チャクムル

ヴィオラ：豊嶋泰嗣

ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
ショパン ピアノ協奏曲　第1番　ホ短調  op.11
ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」op.16

2019/11/22 第379回定期演奏会 アクロス福岡
シンフォニーホール ダレル・アン

ソプラノ：砂川涼子
バリトン： 青山貴
合唱：九響合唱団、九州大学
男声合唱団コールアカデミー

ラヴェル
道化師の朝の歌
組曲「マ・メール・ロワ」
ボレロ

フォーレ レクイエム　ニ短調　op.48

2019/12/11 第380回定期演奏会 アクロス福岡
シンフォニーホール

ヴァレリー・
ポリャンスキー 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」
バレエ音楽「くるみ割り人形」第2幕

2020/1/23 第381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：扇谷泰朋 ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」op.92
ヴァイオリン協奏曲　イ短調　op.53
交響曲　第7番　ニ短調　op.70

2020/2/7 第382回定期演奏会 アクロス福岡
シンフォニーホール ロッセン・ミラノフ トランペット：エリック・オービエ

プロコフィエフ 組曲「キージェ中尉」op.60
トマジ トランペット協奏曲
プロコフィエフ 交響曲　第5番　変ロ長調　op.100

2020/3/12 第383回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）
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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

2019/5/25 第105回定期演奏会 習志野文化ホール 山下一史 ファゴット：柿沼麻美

ドビュッシー 小組曲

ジョリベ バッソン（ファゴット）と
室内オーケストラのための協奏曲

ショスタコーヴィチ 交響曲　第5番　ニ短調　op.47

2020/2/7 第106回定期演奏会 千葉県文化会館
大ホール 山下一史 ヴァイオリン：堀正文

モーツァルト
歌劇「後宮よりの逃走」序曲K.384
ヴァイオリン協奏曲　第3番　ト長調　K.216

ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

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

2019/5/31 定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 山下一史 ピアノ：津田裕也 ベートーヴェン
ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73「 皇帝」
交響曲第3番 変ホ長調 op.55「 英雄」

2019/11/14 定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 高関健
藤倉大 《Glorious Clouds》for Orchestra
マーラー 交響曲第5番 嬰ハ短調

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

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「讃歌」

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

2019/6/2 第86回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 高関健 ヴァイオリン：徳永二男

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」 第3番　ハ長調　op.72b
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　ト短調　op.26
フランク 交響曲　ニ短調

2019/7/7 第87回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール

キンボー・
イシイ ヴァイオリン：堀米ゆず子

スティーヴン・バウルス スペクトラ
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.61
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」

2019/9/28 第88回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 高関健 ピアノ：若林顕

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」 序曲
プロコフィエフ ピアノ協奏曲　第2番　ト短調　op.16
チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64

2019/10/11 第89回定期演奏会
＜ハイドンシリーズ Vol.3＞ 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43番　変ホ長調「マーキュリー」
交響曲　第45番　嬰へ短調　「告別」
交響曲　第48番　ハ長調　「マリアテレージア」

2019/10/26 第90回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 三ツ橋敬子 ピアノ：清水和音

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 ピアノ協奏曲　第1番　変ロ短調　op.23
ボロディン 交響曲　第2番　ロ短調

2019/11/16 第91回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 尾高忠明 チェロ：石川祐支

武満徹 波の盆

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

2020/2/8 第92回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 高関健 ピアノ：ジャン・チャクムル

エルガー 弦楽のためのセレナーデ　ホ短調　op.20
グリーグ ピアノ協奏曲　イ長調　op.16
チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　「悲愴」op.74

2020/2/9 第92回定期演奏会 アクトシティ浜松 中ホール 高関健 ピアノ：ジャン・チャクムル
エルガー 弦楽のためのセレナーデ　ホ短調　op.20
グリーグ ピアノ協奏曲　イ長調　op.16
チャイコフスキー 交響曲　第6番　ロ短調　「悲愴」op.74

2020/3/13
延期4/18中止 第93回定期演奏会 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49番　ヘ短調「受難」
交響曲 第53番　ニ長調「帝国」
交響曲 第55番　変ホ長調「学校の先生」

準  会  員 
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2020/6/13 第94回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 梅田俊明 ヴァイオリン：和波孝禧

ベートーヴェン 「コリオラン」序曲　ハ短調 op.62
ブラームス ヴァイオリン協奏曲　ニ長調 op.77
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 op.70

2020/7/11 第95回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 高関 健 ピアノ：岡田 奏

シューマン ピアノ協奏曲　イ短調　op.54
プロコフィエフ 交響曲 第5番 変ロ長調 op.100

2020/9/6 第96回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 高関 健

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調「未完成」D.759
ブルックナー 交響曲 第7番  ホ長調

2020/10/31 第97回定期演奏会 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59番　イ長調「火事」
交響曲 第60番　ハ長調「うっかり者」
交響曲 第63番　ハ長調「ラ・ロクスラーヌ」

2020/10/31 第98回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 藤岡幸夫

ベートーヴェン 交響曲 第２番　ニ長調
ベートーヴェン 交響曲 第３番　ハ短調「英雄」

2020/11/21 第99回定期演奏会 静岡市清水文化会館
マリナート大ホール 秋山和慶 ヴァイオリン：藤原浜雄

バーバー 序曲「悪口学校」 op.5
コルンゴルド 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1番 ト短調 op.13

2020/12/19
~12月21日 第100回定期演奏会

静岡市清水文化会館
マリナート大ホール
三島市民文化会館
東京オペラシティ
コンサートホール

高関 健 ヴァイオリン：神尾真由子 ベートーヴェン
ベルリオーズ

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61
幻想交響曲 op.14

2021/3/12 第101回定期演奏会 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69番　ハ長調「ラウドン将軍」
交響曲 第73番　ニ長調「狩」
交響曲 第82番　ハ長調「熊」

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

2019/5/12 第65回定期演奏会 小牧市市民会館 エヴァルド・
ダネル ドヴォルザーク

管楽セレナード　ニ短調　op.44
弦楽セレナード　ホ長調　op.22
スラブ舞曲集　第1集　op.46

2019/9/22 第66回定期演奏会 三井住友海上しらかわ
ホール 秋山和慶 チェロ：横坂 源 ドヴォルザーク

序曲「自然の中で」　op.91
チェロ協奏曲　ロ短調　op.104
交響曲　第7番　ニ短調　op.70

2019/11/10 第67回定期演奏会 三井住友海上しらかわ
ホール 秋山和慶 ヴァイオリン：辻 彩奈 ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」　op.92
ヴァイオリン協奏曲　イ短調　op.53
交響曲　第8番　ト長調　op.88

2020/1/19 第68回定期演奏会 三井住友海上しらかわ
ホール 秋山和慶 ピアノ：伊藤 恵 ドヴォルザーク

序曲「オセロ」　op.93
ピアノ協奏曲　ト短調　op.33
交響曲　第9番　ホ短調　op.95　「新世界より」

2020/2/15 第69回定期演奏会 小牧市市民会館 秋山和慶 ピアノ：藤田真央
モーツァルト 歌劇「ドンジョバンニ」序曲　K.527
ショパン ピアノ協奏曲　第1番　ホ短調　op.11
ベートーヴェン 交響曲　第6番　ヘ長調　op.68「田園」

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

2019/4/20 第218回定期公演 京都コンサートホール　
小ホール 齊藤一郎 トロンボーン：村井博之

語り：野村たかし

八村義夫 一息ごとに一時間

武満徹 オーケストラとトロンボーンのための
ファンタズマ/カントスII

ビゼー 劇付随音楽「アルルの女」（原典版）

2019/6/15 第219回定期公演 京都コンサートホール　
小ホール

A.リード ダブル・ウィンド・クインテット
チャイコフスキー 弦楽セレナード　ハ長調　op.48
モーツァルト 交響曲　第35番　ニ長調　K.385 「ハフナー」

2019/10/11 第220回定期公演 京都コンサートホール　
小ホール

モーツァルト
ディヴェルティメント　第11番　ニ長調　K.251

「音楽の冗談」　ヘ長調　K.522
ディヴェルティメント　変ロ長調　K.137

芥川也寸志 弦楽のための三楽章「トリプティーク」
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2020/1/18 第221回定期公演 京都コンサートホール　
小ホール

J.シュトラウス
春の声
ポルカ観光列車
アンネンポルカ

ヨハン・ヨーゼフ合作 ピチカートポルカ

J.シュトラウス
エジプト行進曲
チクタクポルカ

E.シュトラウス カルメンカドリーユ
J.シュトラウス ウィーンの森の物語

ラヴェル
（松園洋二編曲）

「マメールロワ」より”眠れる森の美女のパヴァーヌ”
 ”親指小僧” ”パゴダの女王レドロネット” 
"美女と野獣の対話” ”要請の園”

ラツェック 猫のセレナード
ケーニッヒ ポストホルンギャロップ
Josef.シュトラウス 鍛冶屋のポルカ

J.シュトラウス
ポルカ「狩り」
ラデツキー行進曲

2020/3/8 第222回定期公演 京都コンサートホール　
小ホール

マーラー
（ファリントン編曲） 交響曲　第Ⅰ番　ニ長調　「巨人」

レスピーギ リュートのための古代舞曲とアリア　第3組曲

アマービレ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

2019/12/27 第8回定期演奏会 いずみホール 松本宗利音

マリンバ：大森香奈
ソプラノ：鈴木莉南
アルト：藤本祐貴
テノール：蔦谷明夫
バリトン：大西凌
合唱：一般公募による合唱

スメタナ 連作交響詩「わが祖国」より　”モルダウ”

鈴木英明 マリンバ協奏曲「精霊の棲む森」
（委嘱作品：世界初演）

ベートーヴェン 交響曲　第9番　ニ短調　op.125「合唱付き」

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

２０１９年６月２２日（土）
ザ・カレッジ・オペラハウス
管弦楽団第55回
定期演奏会

ザ・カレッジ・オペラハウス 瀬山 智博 崔 勝貴
W.A.モーツァルト 歌劇「魔笛」　序曲
A.グラズノフ サクソフォーン協奏曲　op.109
J.ブラームス 交響曲第1番ハ短調　op.68

２０１９年１１月１日（金）
２０１９年１１月３日（日）

第55回オペラ公演
ザ・カレッジ・オペラハウス
管弦楽団第56回
定期演奏会

ザ・カレッジ・オペラハウス 牧村 邦彦

橘 知加子
林 佑子
迎 肇聡
矢野 勇志
松森 治
大阪音楽大学合唱団

V.ベッリーニ 歌劇「カプレーティとモンテッキ」

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

2019/4/30 第259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
フォルテピアノ：高田泰治

C.P.E.バッハ ヴァイオリンソナタ　変ロ長調
ハイドン ヴァイオリンソナタ　ト長調
モーツァルト ヴァイオリンソナタ　ニ長調
ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ　第1番　ニ長調

2019/5/10 第260回定期演奏会 大阪市中央公会堂
中集会室 延原武春

ヴィオラ：姜隆光
トランペット：中島真、福中明、
長谷部守
ティンパニ：山下嘉範

テレマン

管弦楽組曲「ハンブルクの潮の満干」
管弦楽組曲「アルスター」
ヴィオラ協奏曲　ト長調
3つのトランペットとティンパニ―のための協奏曲

2019/7/18 第261回定期演奏会 大阪市中央公会堂
中集会室 延原武春 ソプラノ：中村朋子

フォルテピアノ：高田泰治

サリエリ
シンフォニア　ニ長調　「ヴェネツィア人」
ピアノ協奏曲　変ロ長調

サリエリ／
モーツァルト／
コルネッティ

カンタータ
「オフィーリアの健康回復に寄せて」 他

2019/7/28 第262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
クーナウ 聖書ソナタ、第3番「ヤコブの結婚」、

第6番「ヤコブの死と埋葬」
バッハ パルティータ　第5番　　他

2019/10/11 第263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　他 バッハ ブランデンブルグ協奏曲（全曲）

2019/11/10 第264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　他 バッハ ブランデンブルグ協奏曲（全曲）

2019/12/2 第265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 ゴルトベルク変奏曲　BWV988

2020/1/21 第266回定期演奏会 大阪市中央公会堂
中集会室 延原武春

サリエリ 歌劇「ファルマクーザのチェーザレ」序曲”海の嵐”

ベートーヴェン
交響曲　第6番　ヘ長調　op.68　「田園」
交響曲　第5番　ハ短調　op.67　「運命」
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2020/1/26 第267回定期演奏会 東京文化会館小ホール フルート：森本英希

ハイドン 弦楽四重奏　ヘ短調　op.20-5
ベートーヴェン セレナーデ　ニ長調　op.25
サリエリ 室内小協奏曲　ト長調
ベートーヴェン 弦楽三重奏曲　ハ短調　op.9-3

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

2019/4/14 第44回定期演奏会 奈良県文化会館
国際ホール 秋山和慶 ヴァイオリン：岩谷祐之

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
シベリウス ヴァイオリン協奏曲　ニ短調　op.47

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」

2019/9/8 第45回定期演奏会 奈良県文化会館
国際ホール 栗辻聡 ピアノ：藤田美鈴

ベートーヴェン ピアノ協奏曲　第2番　変ロ長調　op.19
ブルックナー 交響曲　第4番　変ホ長調　「ロマンティック」

2020/3/29 第46回定期演奏会 やまと郡山城ホール 松井慶太 ピアノ：中村太紀
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6番　ニ長調　op.60

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

2019/5/26 第60回定期演奏会 岡山シンフォニーホール ハンスイェルク・
シェレンベルガー

オーボエ：
ハンスイェルク・シェレンベルガー

R.シュトラウス オーボエ協奏曲　ニ長調　AV.144
モーツァルト 交響曲　第38番　ニ長調　K.504　「プラハ」
ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

2019/7/21 第61回定期演奏会 岡山シンフォニーホール 園田隆一郎 サクソフォン：
上野浩平

ドビュッシー 小組曲

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

ムソルグスキー
（ラヴェル編） 組曲「展覧会の絵」

2019/10/20 第62回定期演奏会 岡山シンフォニーホール ハンスイェルク・
シェレンベルガー

ピアノ：
ジャン・チャクムル

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4番　変ホ長調　「ロマンティック」

2020/3/22 第63回定期演奏会 （新型コロナウイルス感染拡大により中止）

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

2019/9/8 第31回定期演奏会 サンポールホール高松 松岡究 ヴァイオリン：佐藤まどか

R.シュトラウス 交響詩「ドン・ファン」op.20
コルンゴルド ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
バーンスタイン シンフォニックダンス
バーバー 弦楽のためのアダージョ
J.ウィリアムズ 「スター・ウォーズ」組曲

2020/2/23 第32回定期演奏会 サンポールホール高松 三ツ橋敬子 チェロ：宮田大
ドヴォルザーク チェロ協奏曲　ロ短調　op.104
ブルックナー 交響曲　第4番　変ホ長調　「ロマンティック」

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

2019/5/17
2019/5/18

第12回長崎定期演奏会
第27回大村定期演奏会

長崎市民会館
シーハットおおむら・
さくらホール

コンサートマスター：
松原勝也 ヴァイオリン：堀米ゆず子

バッハ（松原編曲） プレリュードとフーガ　ト短調　BWV539

モーツァルト
ヴァイオリン協奏曲　第3番　ト長調　K.216
交響曲　第40番　ト短調　K.550

2019/12/19
2019/12/20

第13回長崎定期演奏会
第28回大村定期演奏会

長崎ブリックホール
シーハットおおむら・
さくらホール

コンサートマスター：
松原勝也 ホルン：水野信行

バッハ（松原編曲） トッカータ、アダージョとフーガ　ハ長調BWV564

モーツァルト
ホルン協奏曲　第4番　変ホ長調　K.495
交響曲　第41番　ハ長調　K.551　「ジュピター」




