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文化庁委託事業
「令和元年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
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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

2019/4/20
森の響フレンドコンサート／
札響名曲シリーズ

「喝采とチャイコフスキー」 
札幌コンサートホール
Kitara大ホール 高関 健 ピアノ：ジャン・チャクムル

モーツァルト 交響曲第32番ト長調K.318
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番ハ短調op.37
チャイコフスキー 交響曲第5番ホ短調op.64

2019/5/12 札響シンフォニック・
ブラス2019 

札幌コンサートホール
Ｋｉｔａｒａ大ホール 広上 淳一

C=M.シェーンベルク 「レ･ミゼラブル」セレクション
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
ラヴェル ボレロ
樽屋雅徳 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙　ほか

2019/6/9
森の響フレンドコンサート／
札響名曲シリーズ

「日曜はオペレッタ気分」 
札幌コンサートホール
Ｋｉｔａｒａ大ホール 下野竜也 チェロ：石川 祐支

ソプラノ：中江 早希

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
スッペ 喜歌劇「怪盗団」序曲
オッフェンバック 森のハーモニー op.76-第2曲 ジャクリーヌの涙
オッフェンバック 「ホフマン物語」よりオランピアのアリア　ほか

2019/7/11 札幌交響楽団南富良野公演 南富良野高等学校
体育館 佐藤 俊太郎

モーツァルト 交響曲第25番ト短調K.183

グリーグ

劇付随音楽「ペール・ギュント」より
前奏曲~花嫁の略奪とイングリッドの嘆き
~山の魔王の宮殿にて~ソルヴェイグの歌
~オーゼの死~朝の気分~アラビアの踊り
~アニトラの踊り~ペール・ギュントの帰還
~ソルヴェイグの歌

2019/7/17
日本製紙クリネックスPresents 
札響ポップスコンサート 
Vol.17

札幌コンサートホール
Kitara大ホール 藤野 浩一

オーボエ： 関美矢子
トランペット：鶴田麻記
ヴォーカル：五木ひろし

ミラー、グレン
（藤野浩一） ムーンライト・セレナーデ

ドビュッシー
（藤野浩一） ベルガマスク組曲より月の光

カーマイケル
（藤野浩一） スターダスト

マンシーニ（藤野浩一）ムーン・リバー　ほか

2019/7/27 札幌交響楽団当麻公演 当麻町公民館まとまーる 松本宗利音
モーツァルト 交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」
ベートーヴェン 交響曲第5番ハ短調op.67「運命」

2019/8/10
（2回公演）

札響夏休みスペシャル
「0歳からのパントマイム☆
オーケストラ<オケパンⅣ>」 ①②

札幌コンサートホール
Ｋｉｔａｒａ大ホール 宮川 彬良

ビゼー（宮川彬良） カルメン前奏曲～猫ふんじゃった狂騒曲
ブラームス ハンガリー舞曲第5番
アンダーソン プリンク・プランク・プルンク
ヨハン・シュトラウスⅡ ポルカ「雷鳴と電光」op.324　ほか

2019/9/7
森の響フレンドコンサート
 札響名曲シリーズ

「今度こそ！ 鈴木秀美」 
札幌コンサートホール
Ｋｉｔａｒａ大ホール 鈴木 秀美

C.P.E.バッハ シンフォニア ト長調 Wq.182-1
ハイドン 交響曲第104番ニ長調Hob.Ⅰ:104「ロンドン」
ドヴォルザーク 交響曲第8番ト長調op.88

2019/9/15 札幌交響楽団厚真公演 厚真スポーツセンター 松本宗利音

バッハ G線上のアリア
シベリウス 「カレリア」組曲op.11
シベリウス 交響詩「フィンランディア」
ベートーヴェン 交響曲第７番イ長調op.92

2019/10/26
森の響フレンドコンサート／
札響名曲シリーズ

「モーツァルト×ワーグナー」 
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：田島 高宏
ヴィオラ：廣狩 亮

モーツァルト 「劇場支配人」序曲 ハ長調K.486
モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調K.364
ワーグナー 歌劇「リエンツィ」序曲
ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死 ほか

2019/11/27 札幌交響楽団十
勝しみず公演R01 清水町文化センター 梅田俊明

ベートーヴェン 「エグモント」序曲
ブラームス ハンガリー舞曲第1番~第5番~第6番

ドヴォルザーク スラヴ舞曲op.46-1、op.46-4、op.72-7　
第１番トルツメ

ブラームス 交響曲第1番ハ短調op.68

2019/12/14
2019/12/15

札響名曲コンサート　
札響の第9　2019

札幌文化芸術劇場
hitaru 尾高 忠明

ソプラノ：半田 美和子
メゾソプラノ：清水 華澄
テノール：大槻 孝志
バリトン：小森 輝彦
合唱：札響合唱団　ほか

三善晃 オーケストラのためのノエシス

ベートーヴェン 交響曲第9番ニ短調op.125「合唱つき」

2020/1/13 札響ニューイヤーコンサート
in小樽 小樽市民会館 佐藤 俊太郎 ピアノ：野瀬 栄進

ヨハン・シュラトウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調op.95「新世界より」

2020/2/7 札幌交響楽団 東京公演
2020 サントリーホール マティアス・

バーメルト
バリトン：ディートリヒ・
ヘンシェル

シューベルト
（アントン・ヴェーベルン）ドイツ舞曲D.820（ウェーベルン編）

マーラー 亡き子をしのぶ歌
ベートーヴェン 交響曲第7番イ長調op.92

正  会  員 
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2020/2/22
森の響フレンドコンサート
札響名曲シリーズ

「ねこの日にラプソディ三昧」
札幌コンサートホール
Ｋｉｔａｒａ大ホール 広上 淳一 ピアノ：トーマス・エンコ

アルヴェーン スウェーデン狂詩曲第1番「夏至の徹夜祭」
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
伊福部昭 日本狂詩曲
リスト（K・ミュラー
＝ベルグハウス） ハンガリー狂詩曲第2番（ベルグハウス編）　ほか

2020/3/21 札幌交響楽団砂川公演

（新型コロナウイルス感染拡大により中止）2020/3/22 札幌交響楽団苫小牧公演

2020/3/25 札幌交響楽団ふかのとう
ホール演奏会

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

2019/4/7 オーケストラと遊んじゃおう！
Ｖｏｌ．１６ 日立システムズホール仙台 岩村 力 ゲスト：今井 ゆうぞう

スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」
ワーグナー 歌劇「ローエングリン」第3幕への前奏曲
堀井勝美 きみにあいたくて
宇野誠一郎 アイアイ　ほか

2019/5/20

アイリスオーヤマ スペシャル
コンサート2019      
オーケストラ・サウンドと
光のスペクトラム                                                    
仙台フィルmeets 新妻聖子

サントリーホール 角田 鋼亮 ゲスト・ヴォーカル：
新妻 聖子

ジョン・ウイリアムズ 「スター・ウォーズ」メイン・タイトル
モリコーネ

（渡辺俊幸） 「ニュー・シネマ・パラダイス」

K.A.ロペス、
R.ロペス 「アナと雪の女王」より ＜Let it go ＞

デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」　ほか

2019/7/27 サマーフェスティバル2019                                     
MOVIEセレクション!!

東京エレクトロン
ホール宮城 鈴木 織衛

ジョン・ウイリアムズ 映画 「レイダース/失われたアーク」 より 
『レイダース・マーチ』

ロジャース、リチャード 
（R.R.ベネット） サウンド･オブ･ミュージック･セレクション

シュタイナー 映画 「風と共に去りぬ」より『タラのテーマ』
N.H.ブラウン

（三浦秀秋） 雨に唄えば　ほか

2019/8/25 マイタウンコンサート岩沼公演 岩沼市民会館 岩村 力 ヴァイオリン：西本 幸弘
ベルリオーズ 歌劇「ベアトリスとベネディクト」より“序曲”
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」

2019/8/31 山田和樹×仙台フィル vol.6 
永遠のジュピター

日立システムズホール
仙台コンサートホール 山田 和樹 オーボエ：西沢 澄博 モーツァルト

交響曲第35番 ニ長調 「ハフナー」 K. 385
オーボエ協奏曲 ハ長調 K. 271k / K. 314
交響曲第41番 ハ長調 「ジュピター」 K. 551

2019/11/17 仙台フィルハーモニー管弦楽団                     
もりおか「第九」特別演奏会

盛岡市民文化ホール・
大ホール 高関 健

ソプラノ：中江 早希
メゾ・ソプラノ：相田 麻純
テノール：宮里 直樹
バリトン：大沼 徹

ベートーヴェン
序曲「レオノーレ」第3番

交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」 op. 125

2019/12/6 もりのみやこのふれあい
コンサート2019

仙台銀行ホール
イズミティ21・大ホール 平川 範幸

ジョン・ウイリアムズ 「スター・ウォーズ」メイン・タイトル
ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲
ブラームス 「ハンガリー舞曲」第１番
ブラームス 「ハンガリー舞曲」第５番　ほか

2019/12/18
おとなとこどものための
クラシック入門

『仙台フィルのクリスマスコンサート』
日立システムズホール・
コンサートホール 松井 慶太

セルゲイ・プロコ
フィエフ 行進曲 変ロ長調 op. 99

ムソルグスキー　
（リムスキー
＝コルサコフ）

歌劇「ホヴァーンシチナ」前奏曲

ヨハン・シュトラウスII世 ポルカ・フランセーズ「クラップフェンの森で」 op. 336
ヨハン・シュトラウスII世 シャンパン・ポルカ op. 211　ほか

2019/12/21 名曲コレクション「第九」
特別演奏会

東京エレクトロン
ホール宮城

高関 健
（＊飯守泰次
郎急病のた
め変更）

ソプラノ：田崎 尚美
メゾソプラノ：金子 美香
テノール：二塚 直紀
バリトン：与那城 敬
合唱：仙台フィルと第九
をうたう合唱団
常盤木学園高等学校
音楽科1・2年生
宮城学院女子大学音
楽科有志
合唱指揮：佐藤 淳一

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」第2番 op. 72a

交響曲第9番 ニ短調 op.125「合唱つき」

2020/1/12
「名曲コレクション」　　　
ニュー・イヤー・コンサート
2020

福島市音楽堂 川瀬 賢太郎

ヨハン・シュトラウス 皇帝円舞曲
ヨハン・シュトラウス 芸術家のカドリーユ
ヨーゼフ・シュトラウス 憂いもなく
ヨハン・シュトラウス エジプト行進曲　ほか

2020/1/13
「名曲コレクション」　　　
ニュー・イヤー・コンサート
2020

いわき芸術文化交流館
アリオス・大ホール 同 上 同 上 同 上

2020/1/29 名曲のちから オーケストラ・
スタンダードvol.24

日立システムズホール仙台
コンサートホール 渡邊 一正 ヴァイオリン：神谷 未穂

ボロディン 歌劇「イーゴリ公」から＜ダッタンの娘たちの踊り＞
ボロディン 歌劇「イーゴリ公」から＜ダッタン人の踊り＞
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 「悲愴」
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2020/2/5 名曲のちから オーケストラ・
スタンダードVol.25

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：菊池 洋子

バッハ（マーラー） エア（管弦楽組曲第3番より）
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 op.15
ブラームス 交響曲第2番 ニ長調 op.73

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

2019/4/29 ドラゴンクエストの世界 やまぎんホール 大井剛史 お話／すぎやまこういち すぎやまこういち 交響組曲 ドラゴンクエストXI

2019/5/15 白鷹町小学校スクール
コンサート（午前） 荒砥小学校体育館 永峰大輔

フチーク 剣闘士の入場
ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」より「ワルツ」
アーサー・プライアー 口笛吹きと子犬

グリーグ 「ペールギュント」第1組曲より「朝」
「山の魔王の宮殿にて」　ほか

2019/5/21 上山市中学校
スクールコンサート 上山エコーホール 佐々木新平

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
ビゼー 「アルルの女」第2組曲より「ファランドール」
ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」第1楽章
ロッシーニ 「セヴィリアの理髪師」序曲　ほか

2019/5/22 白鷹中学校スクールコンサート 同校体育館 佐々木新平 同 上 同 上

2019/5/25 ユアタウンコンサート村山公演              
「大地の祈りコンサート2019」

村山市民会館
大ホール 阪哲朗

ソプラノ：齊藤智子
吹奏楽：楯岡中学校吹奏楽部
合唱：村山混声合唱団フェブリエ
・村山市女声コーラス             
・楯岡小学校合唱部

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」K.492より　
"お授け下さい、愛の神様、なにがしかの慰めを"

ロッシーニ 歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲
ロッシーニ 歌劇「セヴィリアの理髪師」より "今の歌声は"　ほか

2019/5/28
　　
2019/5/31

山形市内小学校
スクールコンサート 山形市民会館 佐々木新平

山形大学教育学部音楽科
（山形交響楽団） 山形市民の歌

ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」第1楽章
グリーグ 「ペールギュント」第1組曲より「朝の気分」
久石譲

（山形交響楽団） さんぽ　ほか

2019/6/13 山辺小学校
スクールコンサート 同校体育館 佐藤寿一

ジミー・ドッド
（木原塁） ミッキー・マウス・マーチ

モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク　第1楽章
ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」第1楽章
山本直純

（山形交響楽団） 歌えバンバン　ほか

2019/6/19
（2回公演）

米沢市小学校合同スクールコンサート①
米沢市小学校合同スクールコンサート②

米沢市市民文化会
館 永峰大輔

ジミー・ドッド
（木原塁） ミッキー・マウス・マーチ

モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク　第1楽章
ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」第1楽章
杉本竜一

（山形交響楽団） ビリーブ　ほか

2019/6/20
（2回公演）

米沢市小学校合同スクールコンサート③
米沢市小学校合同スクールコンサート④ 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/6/28 さくらんぼコンサート2019
東京公演

東京オペラシティ　           
コンサートホール 阪哲朗 ソプラノ：森麻季

バリトン：大西宇宙 モーツァルト

セレナード 第6番 ニ長調
「セレナータ・ノットゥルナ」 K. 239
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527 
- 第2幕 ”酷いですって！いいえ…
そんなことはおっしゃらないで下さい、愛しい人よ"
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K. 527 
- 第2幕 “窓辺においでよ”
歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」K.588 
- 第2幕 "恋人よ、どうか許して下さい"　ほか

2019/6/29 さくらんぼコンサート2019
大阪公演 ザ・シンフォニーホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/2 小国町小学校スクールコンサート 小国中学校体育館 佐藤寿一 5/15と同じ 5/15と同じ
2019/7/3

（2回公演）
米沢市小学校スクールコンサート①
米沢市小学校スクールコンサート② 米沢市市民文化会館 佐藤寿一 6/19と同じ 6/19と同じ

2019/7/4 酒田市小学校
スクールコンサート

酒田市民会館
希望ホール 佐藤寿一

ジミー・ドッド
（木原塁） ミッキー・マウス・マーチ

モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク　第1楽章
ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」第1楽章
いずみたく 手のひらを太陽に　ほか

2019/7/5 朝日中学校スクールコンサート 同校体育館 佐藤寿一 5/21と同じ 5/21と同じ
2019/7/5 河北中学校スクールコンサート サハトべに花 同上 5/21と同じ 5/21と同じ

2019/7/8 朝日みどり小学校（合同）  
文化庁スクールコンサート 同校体育館 松元宏康

アンダソン フィドル・ファドル
ビゼー 「カルメン」第1組曲より「闘牛士の行進」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」より花のワルツ
アンダソン 「アイルランド組曲」より「アイルランドの洗濯女」　ほか

2019/7/9 秋葉中学校　
文化庁スクールコンサート 同校体育館 同 上 同 上 同 上

2019/7/10 関原中学校　
文化庁スクールコンサート 同校体育館 同 上 同 上 同 上

2019/7/11 飯野小学校（合同）                      
文化庁スクールコンサート 入善町民会館 同 上 同 上 同 上
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2019/7/12 立山北部小学校                                          
文化庁スクールコンサート 同校体育館 同 上 同 上 同 上

2019/7/20
OPERA GALAコンサート
～ 阪哲朗 常任指揮者就任
記念シリーズ Vol.1～

山形テルサホール 阪哲朗
ソプラノ：森麻季
バリトン：大西宇宙
合唱：山響アマデウスコア

モーツァルト

セレナード 第6番 ニ長調 
「セレナータ・ノットゥルナ」 K. 239
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527 
- 第2幕 ”酷いですって！いいえ…
そんなことはおっしゃらないで下さい、愛しい人よ"
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K. 527 
- 第2幕 “窓辺においでよ”
歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」K.588 
- 第2幕 "恋人よ、どうか許して下さい"　ほか

2019/7/24
SERENADE in 
SHIRATAKA                        
～山響ストリングスシリーズ
2019 Vol.1～

白鷹町文化交流
センター あゆーむ

コンサートマスター：
髙橋和貴

ニーノ・ロータ
（ロングフィールド） 映画「ゴッドファーザー」より テーマ

モリコーネ（フィリップ） 映画「めぐり逢い」より テーマ
モリコーネ

（クログスタッド） ニュー・シネマ・パラダイス

カルロス・ガルデル ポル・ウナ・カベーサ　ほか

2019/8/21 ユアタウンコンサート米沢公演 伝国の杜 
置賜文化ホール 三ツ橋敬子 ヴァイオリン：松田理奈

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」op.26
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
モーツァルト 歌劇「魔笛」K.620 序曲
モーツァルト ディヴェルティメント ニ長調 K.136　ほか

2019/10/1 細呂木小学校
文化庁スクールコンサート 同校体育館 松元宏康 7/8と同じ 7/8と同じ

2019/10/2 赤崎小学校
文化庁スクールコンサート 敦賀市民文化センター 同上 7/8と同じ 7/8と同じ

2019/10/3 山中小学校
文化庁スクールコンサート 同校体育館 同上 7/8と同じ 7/8と同じ

2019/10/4 小松第一小学校                                       
文化庁スクールコンサート 同校体育館 同上 7/8と同じ 7/8と同じ

2019/10/7 宮野浦小学校
スクールコンサート 同校体育館 佐々木新平

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲より"スイス軍の行進"
ヘンデル 組曲「水上の音楽」より「ア･ラ･ホーンパイプ」
ベートーヴェン 交響曲第7番 第1楽章
村井邦彦

（山形交響楽団） 翼をください　ほか

2019/10/8 川西町小学校
スクールコンサート

川西町フレンドリー         
プラザ 佐々木新平 5/15と同じ 5/15と同じ

2019/10/9 酒田市立第一中学校
スクールコンサート 同校体育館 佐々木新平 5/21と同じ 5/21と同じ

2019/10/16 宮内小学校スクールコンサート 同校体育館 佐藤寿一 5/15と同じ 5/15と同じ

2019/10/21 天童中部小学校
スクールコンサート 同校体育館 松元宏康 5/15と同じ 5/15と同じ

2019/10/23 神町小学校スクールコンサート 同校体育館 松元宏康 6/19と同じ 6/19と同じ
2019/10/24 大森小学校スクールコンサート 同校体育館 同上 6/19と同じ 6/19と同じ

2019/10/24 東根市立第一中学校
スクールコンサート 同校体育館 松元宏康 7/5と同じ 7/5と同じ

2019/10/25 山形聾学校スクールコンサート 同校体育館 松元宏康

ジミー・ドッド
（木原塁） ミッキー・マウス・マーチ

モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク　第1楽章
ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」第1楽章
久石譲

（山形交響楽団） さんぽ　ほか

2019/10/25 上山高等養護学校
スクールコンサート 同校体育館 同 上 同 上 同 上

2019/10/29 山形養護学校
スクールコンサート 同校体育館 佐藤寿一 5/15と同じ 5/15と同じ

2019/10/29 東郷小学校
高崎小学校スクールコンサート 同校体育館 佐藤寿一 10/25と同じ 10/25と同じ

2019/10/30 松原小学校スクールコンサート 同校体育館 佐藤寿一 5/15と同じ 5/15と同じ

2019/10/30 酒田市立第二中学校
スクールコンサート 同校体育館 佐藤寿一 5/21と同じ 5/21と同じ

2019/11/6 塩釜高等学校
スクールコンサート

東京エレクトロン
ホール宮城 佐々木新平

Traditional
（ドン・ギリス） ジャスト・ア・クローザー・ウォーク

ヨハン・シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲

グリーグ 「ペールギュント」第一組曲より「朝」「オーゼの死」
「山の魔王の宮殿にて」

ベートーヴェン 交響曲第７番イ長調op.９第１楽章　ほか

2019/11/11   
2019/11/15

山形市内中学校
合同スクールコンサート 山形市民会館 永峰大輔

Traditional
（ドン・ギリス） ジャスト・ア・クローザー・ウォーク

シュトラウス、ヨハン 喜歌劇「こうもり」序曲
モーツァルト アイネクライネナハトムジーク
ベートーヴェン 交響曲第５番「運命」第1楽章　ほか

2019/11/28
（2回公演）

尾花沢市小学校
合同スクールコンサート①
尾花沢市小学校
合同スクールコンサート②

尾花沢市文化体育
施設「サルナート」 松元宏康 5/15と同じ 5/15と同じ

2019/12/3 鶴岡養護学校スクールコンサート 同校体育館 佐藤寿一 10/25と同じ 10/25と同じ
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2019/12/21 庄内定期演奏会　
第24回酒田公演

酒田市民会館         
「希望ホール」

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 ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447
ブラームス セレナード 第2番 イ長調 op.16
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調「田園」op.68

2019/12/25
山響ストリングスシリーズ
2019 Vol.2

「セレナーデイン文翔館 　
～和装でクリスマス～」

文翔館 議場ホール なし
コレッリ 合奏協奏曲 ト短調「クリスマス協奏曲」op.6 No.8
バルトーク ルーマニア民俗舞曲
山下達郎 クリスマス・イブ　ほか

2020/1/11
山響　NEW YEAR CONCERT
～阪哲朗　常任指揮者
周年記念シリーズ　Vol.2～

山形テルサホール 阪哲朗 反田恭平

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」op.43序曲
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第1番変ロ短調op.23
ベートーヴェン 劇付随音楽「アテネの廃墟」より「序曲」
ベートーヴェン 劇付随音楽「アテネの廃墟」より「トルコ行進曲」　ほか

2020/1/21
阪＆山響ニューイヤー
コンサート2020 
NANOKAMACHI 
FESTIVAL!

山形グランドホテル 
2F サンリヴァ 阪哲朗 シュガーシスターズ

レハール ワルツ「金と銀」
モーツァルト 歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」序曲
鈴木憲夫 「レクイエム」より「Pie Jesu」
ヨハン・シュトラウス 皇帝円舞曲　ほか

2020/2/1 ユアタウンコンサート南陽公演
シェルターなんよう
ホール

（南陽市文化会館）   
大ホール

飯森範親 川井郁子（ヴァイオリン）
ベートーヴェン 献堂式　序曲　op.１２４
バルトーク ルーマニア民族舞曲より　No.1,2,4,5,6
マスネ タイスの瞑想曲　ほか

2020/3/25 第28回鶴岡公演 荘銀タクト鶴岡 阪哲朗 ピアノ：梯剛之
モーツァルト セレナード第6番ニ長調「セレナータ・ノットゥルナ」K.239
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5番ハ短調「運命」op.67

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

2019/6/23 第47回東毛定期演奏会 桐生市市民文化会館 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」 J. 277 - 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」

2019/7/11 東京オペラシティ公演 東京オペラシティ 
コンサートホール 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

2019/8/24 夏休みコンサート 群馬音楽センター 原田慶太楼 合唱：群馬大学教育学
部附属小学校合唱部

リヒャルト・シュトラウス ツァラトゥストラはかく語りき～導入部
ドビュッシー
（A. Reed） ベルガマスク組曲 - 第3楽章 月の光

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 「田園」 ～第１楽章
久石譲（和田薫） となりのトトロ～「さんぽ」　ほか

2019/12/14 館林市第９演奏会 館林文化会館 藤岡幸夫
Sop.：中江早希　　　
M.Sop.：杉山由紀　
Ten．：児玉和弘　　　
Bar．：多田羅迪夫

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op.125「合唱付」

2020/1/25 第４８回東毛定期演奏会 太田市民会館 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.47
交響曲 第2番 ニ長調 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

2019/5/28 Music Tomorrow 2019 東京オペラシティ
コンサートホール

ジュゼップ・
ポンス ソプラノ：クレア・ブース

薮田翔一 祈りの歌（2019）
藤倉大 グローリアス・クラウズ

ジョージ・ベンジャミン
冬の心 ソプラノとオーケストラのための 
――ウォレス・スティーヴンスの詩『スノー・マン』
による――（1981）

ベネット・
カサブランカス

いにしえの響き ――管弦楽のための即興曲
（2006）

2019/7/2 明電舎 presents 
N響名曲コンサート2019 サントリーホール 指揮：

井上道義 ギター：大萩康司
シャブリエ 狂詩曲「スペイン」
ロドリーゴ、ホアキン アランフェス協奏曲
ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2019/7/8 NHK交響楽団演奏会 
帯広公演 帯広市民文化ホール 指揮：

ローレンス・レネス
ヴァイオリン：服部百音
ソプラノ：マリン・ビストレム

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」
マーラー 交響曲 第4番 ト長調

2019/7/9 NHK交響楽団演奏会 
釧路公演

コーチャンフォー釧路
文化ホール

（釧路市民文化会館）
大ホール

同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/11 NHK交響楽団演奏会 
北見公演

北見市民会館 
大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/12 NHK交響楽団演奏会 
旭川公演

旭川市民文化会館 
大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/13 NHK交響楽団演奏会 
札幌公演

札幌コンサートホール
Kitara 大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/19 N響「夏」2019 NHKホール 指揮：ディマ・
スロボデニューク

ピアノ：
シモン・トルプチェスキ

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

2019/7/20 N響「夏」2019大阪公演 ザ・シンフォニーホール 同 上 同 上 同 上 同 上
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2019/7/21 第21回 NHK交響楽団
松山定期演奏会

松山市民会館 
大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/8/4
夏休み特別公演
夏だ！祭りだ！！ 
N響ほっとコンサート

NHKホール 原田慶太楼 ピアノ：反田恭平

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」：序曲から
終曲「スイス軍の行進」

ブラームス ハンガリー舞曲：第5番
ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1集 op.46：第1番
ボロディン 歌劇「イーゴリ公」：ダッタン人の踊り
ガーシュウィン ラプソディ・イン・ブルー
ビゼー 「アルルの女」組曲 第2番：メヌエット
エルガー 行進曲「威風堂々」 op.39-1
ヒナステラ バレエ音楽「エスタンシア」op.8：「マランボ」

2019/8/4 N響ほっとコンサート 　　　「楽器体験工房」オープニング NHKホール 原田慶太楼 ピアノ：反田恭平 スッペ（アンドレア
ス・N・タルクマン）「軽騎兵」序曲

2019/9/5 NHK交響楽団演奏会 津公演 三重県総合文化センター 
三重県文化会館 大ホール

パーヴォ・
ヤルヴィ ヴァイオリン：川久保賜紀

チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」op.32
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 op.26
チャイコフスキー 交響曲 第2番 ハ短調 op.17「小ロシア」

2019/9/7
NHK福井放送局テレビ放送
開始60年記念

「NHK交響楽団演奏会 福井公演」

福井県立音楽堂 
ハーモニーホール
ふくい 大ホール

同 上 同 上 同 上 同 上

2019/9/8 NHK交響楽団演奏会 
富山公演 オーバード・ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/10/10 NHK音楽祭2019 NHKホール トン・コープマン

ソプラノ：イツァベル・アリアス・
フェルナンデス
アルト：藤木大地
テノール：
パトリック・グラール
バリトン：
クラウス・メルテンス
合唱：新国立劇場合唱団

モーツァルト

交響曲 第40番 ト短調 K.550

レクイエム K.626

2019/12/15 NHK交響楽団演奏会　
大阪公演 NHK大阪ホール パブロ・

エラス・カサド Pf：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
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「冬の日の幻想」

2019/12/21
2019/12/23 ベートーヴェン「第9」演奏会 NHKホール シモーネ・

ヤング

ソプラノ：マリア・
ベングトソン
メゾ・ソプラノ：清水華澄
テノール：ニコライ・シュコフ
バリトン：ルカ・ピサローニ
合唱：東京オペラシンガーズ

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op.125「合唱つき」

2019/12/26  N響第九 Special Concert サントリーホール シモーネ・
ヤング

ソプラノ：マリア・
ベングトソン
メゾ・ソプラノ：清水華澄
テノール：ニコライ・シュコフ
バリトン：ルカ・ピサローニ
合唱：東京オペラシンガーズ

ヘンデル
音楽時計のための小品集より　　　　　　　　

「ヴォランタリーまたは天使の飛行」ハ長調　
HWV600

ヘンデル ジーグハ長調 HWV589
アルビノーニ アダージョ
バッハ 前奏曲とフーガ BWV541
ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op.125「合唱つき」

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

2019/4/6
ファミリー・コンサート2019  
オケパンⅣ-ねコンダクター!? 
0歳からのパントマイム・
オーケストラ

すみだトリフォニー
ホール

宮川彬良
（& Piano）

ダンス・振付：宮川安利、
ダンス：吉岡朋子

ビゼー（宮川彬良） カルメン前奏曲～猫ふんじゃった狂騒曲
ブラームス ハンガリー舞曲第5番ト短調
アンダーソン プリンク･プランク･プルンク
ヨハン・シュトラウスⅡ ポルカ「雷鳴と電光」　ほか

2019/4/26 
2019/4/27

第21回ルビー                                                          
<アフタヌーン･コンサート･
シリーズ>

すみだトリフォニー
ホール

パスカル･ロ
フェ

Pf.アレクセイ･
ヴォロディン

チャイコフスキー ピアノ協奏曲第2番ト長調 op.44

スクリャービン 交響曲第2番ハ短調 op.29

2019/5/12 第9回サファイア
<横浜みなとみらいシリーズ>

横浜みなとみらい
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）
ワーグナー 楽劇"トリスタンとイゾルデ"より｢前奏曲と愛の死｣
ワーグナー 楽劇"神々の黄昏"より｢ジークフリートのラインへの旅｣

ワーグナー 楽劇"神々の黄昏"より
｢ジークフリートの死と葬送行進曲｣ ほか

2019/5/17 
2019/5/18

第22回ルビー                                                          
<アフタヌーン･コンサート･
シリーズ>

すみだトリフォニー
ホール カルロ･リッツィ

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 ｢ローマの祭り｣
リヒャルト・シュトラウス 交響的幻想曲 ｢イタリアから｣ op.16

2019/6/24
第1回
<大人のためのコンサート>
<祝・新元号「令和」
記念コンサート＞

すみだトリフォニー
ホール 円光寺 雅彦 独唱：田中展子

ヘンデル "王宮の花火の音楽"より｢序曲｣（ハーティー版）
團伊玖磨 祝典行進曲
山本正美 ねむの木の子守歌
ヨハン・シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲　ほか

2019/6/28 
2019/6/29

第23回ルビー                                                             
<アフタヌーン･コンサート･
シリーズ>

すみだトリフォニー
ホール 井上道義

ショスタコーヴィチ ジャズ組曲第1番 op.38
ショスタコーヴィチ ｢黄金時代｣ 組曲 op.22a
ショスタコーヴィチ 交響曲第5番ニ短調 op.47

2019/7/7 ドラゴンクエスト･コンサート                               
交響組曲 ｢ドラゴンクエストⅥ｣ オーチャードホール 大井剛史 すぎやまこういち ｢ドラゴンクエストⅥ｣
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2019/7/12 
2019/7/13

第24回ルビー                                                                     
<アフタヌーン･コンサート･
シリーズ>

すみだトリフォニー
ホール

ベアトリーチェ･
ヴェネツィ

Hp.吉野直子、
Mezzo-Sop.池田香織

ニーノ・ロータ 組曲 ｢道｣より抜粋
ヒナステラ ハープ協奏曲 op.25
ファリャ バレエ音楽 ｢三角帽子｣（全曲）

2019/7/27
すみだサマー･コンサート
2019
－Chance to Play－

すみだトリフォニー
ホール 上岡敏之

プロコフィエフ "ロメオとジュリエット"第2組曲より
No.1 ｢モンタギュー家とキャピュレット家｣

プロコフィエフ "ロメオとジュリエット"第2組曲より
No.2 ｢少女ジュリエット｣

プロコフィエフ "ロメオとジュリエット"第3組曲よりNo.3 ｢ジュリエット｣

プロコフィエフ "ロメオとジュリエット"第1組曲より
No.6 ｢ロメオとジュリエット｣ ほか

2019/9/8 第10回サファイア
<横浜みなとみらいシリーズ>

横浜みなとみらい
ホール 上岡敏之

シューベルト 交響曲第4番ハ短調 ｢悲劇的｣ D417
ブルックナー 交響曲第7番ホ長調 WAB107

2019/9/27 
2019/9/28

第25回ルビー                                                               
<アフタヌーン･コンサート･
シリーズ>

すみだトリフォニー
ホール

ミシェル･
プラッソン Bandoneon：小松亮太

シャブリエ 狂詩曲 ｢スペイン｣
ピアソラ バンドネオン協奏曲 ｢アコンカグア｣
ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2019/9/30 第2回<大人のためのコンサート>
＜自然と音楽－川は流れる＞

すみだトリフォニー
ホール 鈴木織衛

瀧 廉太郎 花
ベートーヴェン 交響曲第6番ヘ長調"田園"op.68より第２楽章
イヴァノヴィチ ドナウ川のさざ波
ヨハン・シュトラウスⅡ ワルツ｢美しき青きドナウ｣ op.314　ほか

2019/10/11 
10/12は台風
により中止

第26回ルビー                                                                      
<アフタヌーン･コンサート･
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2番変ロ長調 D125
シューベルト 交響曲第3番ニ長調 D200
バルトーク 管弦楽のための協奏曲

2019/11/22 
2019/11/23

第27回ルビー                                                                       
<アフタヌーン･コンサート･
シリーズ>

すみだトリフォニー
ホール

キンボー・
イシイ Vc.山崎伸子

シューベルト 交響曲第1番ニ長調 D82
チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 op.33
ベートーヴェン 交響曲第5番ハ短調 ｢運命｣ op.67

2019/12/18 SMBC presents 「第九」
特別演奏会2019

横浜みなとみらい
ホール 大友直人

Org.室住素子
Sop.砂川涼子、
Alt.加納悦子、
Ten.藤田卓也、
Bar.妻屋秀和 　　　
Chor:栗友会合唱団　
合唱指揮：栗山文昭

バッハ トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565

ベートーヴェン "音楽時計のための5つの小品"より
｢スケルツォとアレグロ｣

ベートーヴェン 交響曲第9番ニ短調 ｢合唱付き｣ op.125

2019/12/19 スターツハートフルコンサート                             
「第九」特別演奏会2019 サントリーホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/21
住友林業presents
クリスマスコンサート　　　

「第九」特別演奏会2019
すみだトリフォニー
ホール 同 上

Sop.砂川涼子、
Alt.加納悦子、
Ten.藤田卓也、
Bar.妻屋秀和　　　
Chor:栗友会合唱団　
合唱指揮：栗山文昭

ベートーヴェン 交響曲第9番ニ短調 ｢合唱付き｣ op.125

2019/12/22
ユニオンツール
クリスマスコンサート

『第九』特別演奏会2019
オーチャードホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/31
宮川彬良VS新日本フィル 
コンチェルタンテ・スーパー
<超!ジルベスター・
コンサート2019→2020>

すみだトリフォニー
ホール

宮川彬良（& 
Pf.Talk）

Org.米山浩子、
Chor.栗友会合唱団、
合唱指揮：栗山文昭、
合唱副指揮：横山琢哉

シュタイナー
（宮川彬良） 風と共に去りぬ

ミシェル・ルグラン
（宮川彬良） シェルブールの雨傘

宮川彬良 パトロネージュの歌2019
宮川泰＆宮川彬良 「宇宙戦艦ヤマト2202」劇中音楽より　ほか

2020/1/3 ニューイヤー・コンサート2020
「一年の計はお正月にあり！」

すみだトリフォニー
ホール 角田剛亮 Cb.菅沼希望

ロッシーニ 歌劇"ウィリアム・テル"序曲より「スイス軍の行進」
ニーノ・ロータ コントラバスと管弦楽のためのディヴェルティメント
ヨハン・シュトラウスⅡ ワルツ「南国のバラ」op.388
ヨハン・シュトラウスⅡ 喜歌劇「ヴェネツィアの一夜」　ほか

2020/1/24 
2020/1/25

第28回ルビー　　　　　
<アフタヌーン･コンサート･
シリーズ>

すみだトリフォニー
ホール

キース・ロッ
クハート Pf.小曽根 真

バーンスタイン 「キャンディード」序曲
ガーシュイン ピアノ協奏曲ヘ調
バーンスタイン 「オン・ザ・タウン」より抜粋
ガーシュイン パリのアメリカ人

2020/2/6
第3回
<大人のためのコンサート>
＜愛と憎しみー名曲で綴る
愛憎劇場＞

すみだトリフォニー
ホール 中田延亮 Org.室住素子

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
エルガー 愛の挨拶 op.12
バッハ 最愛のイエス、我らここに集いて 
バッハ 主よ、人の望みの喜びよ 　ほか

2020/2/28
2/29新型コロナ
ウイルスで中止

第29回ルビー　
<アフタヌーン･コンサート･
シリーズ>

すみだトリフォニー
ホール 大山平一郎 Vn.周防亮介

シューベルト 交響曲第5番変ロ長調 D485
ベートーヴェン ロマンス第1番ト長調 op.40
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 交響曲第40番ト短調 K.550

2020/3/21 第11回サファイア
<横浜みなとみらいシリーズ>

横浜みなとみらい
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 こども定期演奏会第69回 サントリーホール 角田鋼亮 Vn：千住真理子

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「春」第1楽章
モーツァルト 交響曲第１番K.16より第1楽章
ブラームス 交響曲第1番より第1楽章
リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」より第1楽章　ほか

2019/4/27 0歳からのオーケストラ　 カルッツ川崎 水戸博之, 
オカピ

金管五重奏：
ズーラシアンブラス

高橋宏樹 ストローラーマーチ
ビゼー 「カルメン」前奏曲
アンダーソン ジャズ・ピチカート
アメリカ民謡

（石川亨太） 「おんまはみんな」　ほか

2019/5/18 東京オペラシティシリーズ 
第109回

東京オペラシティ
コンサートホール

ジョナサン・
ノット

Fl.：相澤政宏　　　
Vc.：エリック・マリア・
クテュリエ

ブーレーズ メモリアル～フルートと8つの楽器のための
ヤン・ロビン クォーク：チェロと大編成オーケストラのための
ベートーヴェン 交響曲第7番　op.92

2019/7/3 MIZUTANI × TAIRIKU 
with 東京交響楽団 神奈川県立音楽堂 Vn.：水谷晃　　　　

Vn. & Va.：TAIRIKU

スメタナ モルダウ
アイルランド民謡

（水谷晃） ロンドンデリーの歌

バッハ ２つのヴァイオリンのための協奏曲　BWV1043
サラサーテ（水谷晃） ナヴァラ op.33　ほか

2019/7/7 こども定期演奏会第70回 サントリーホール 沼尻竜典 Ten:錦織健

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1幕への前奏曲

プッチーニ オペラ「トゥーランドット」より”誰も寝てはならぬ”
武満徹 「波の盆」
シベリウス 交響詩「フィンランディア」　ほか

2019/7/13 東京オペラシティシリーズ 
第110回

東京オペラシティ
コンサートホール

ロレンツォ・
ヴィオッティ

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

ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 op.70

2019/7/21 川崎定期演奏会第70回　 ミューザ川崎
シンフォニーホール

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

ヨハン・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）
リヒャルト・シュトラウス 死と変容 op.24

2019/9/8 こども定期演奏会第71回 サントリーホール 下野竜也 Pf:小山実稚恵

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」より第1楽章
ドビュッシー 『小組曲』より「メヌエット」
シューベルト 『３つの軍隊行進曲』より第1番
ムソルグスキー／
ラヴェル

組曲『展覧会の絵』より「バーバヤガーの小屋」
「キエフの大門」ほか

2019/9/14 東京オペラシティシリーズ
第１１１回

東京オペラシティ
コンサートホール

ライアン・
ウィグルワース

ピアノ：ライアン・
ウィグルワース
合唱：東響コーラス

（合唱指揮：冨平恭平）

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調  op.15
ベートーヴェン カンタータ「静かな海と楽しい航海」  op.112
ブラームス 交響曲第3番　ヘ長調  op.90

2019/9/22 川崎定期演奏会第71回 ミューザ川崎
シンフォニーホール

リオネル・
ブランギエ

Vn.：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]

2019/10/26 府中どりーむコンサート 
No.110 府中の森芸術劇場 広上淳一 ピアノ：小山実稚恵

ベートーヴェン 交響曲  「コリオラン」序曲
ショパン ピアノ協奏曲第１番
ベートーヴェン 交響曲第５番「運命」

2019/11/17 川崎定期演奏会第72回 ミューザ川崎
シンフォニーホール

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」

2019/11/23 東京オペラシティシリーズ
第１１２回

東京オペラシティ
コンサートホール

ジョナサン・
ノット Ob.：荒絵理子

リゲティ 管弦楽のためのメロディーエン
リヒャルト・シュトラウス オーボエ協奏曲　ニ長調
モーツァルト 交響曲第４１番ハ長調「ジュピター」

2019/12/7 川崎定期第73回 ミューザ川崎
シンフォニーホール

マーク・
ウィグルワース

Pf.：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」

2019/12/15 こども定期演奏会第72回 サントリーホール 飯森範親 Vc:伊藤文嗣

ベルリオーズ ラコッツィ行進曲
ピアソラ リベルタンゴ
ヨハン・シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青木ドナウ」
ラヴェル ボレロ　ほか

2019/12/25 クリスマスコンサート2019 横浜みなとみらい
ホール 現田茂夫 Sop.：森麻季

チャイコフスキー 「白鳥の湖」序奏、情景、ワルツ、4羽の白鳥、
チャルダッシュ、スペインの踊り、小さな白鳥たちの踊り、終曲

モーツァルト 「後宮からの逃走」序曲
モーツァルト ミサ曲 c-moll K427 ラウダムス・テ
マスカーニ Ave Maria （カヴァレリア・ルスティカーナ）　ほか

2019/12/28
2019/12/29 「第九」 サントリーホール ジョナサン・

ノット

Sop.：ルイーズ・オルダー
MSop.：ステファニー・
イラーニ
Ten.：サイモン・オニール
Bar. ：シェン・ヤン
合唱：東響コーラス

（合唱指揮：冨平恭平）

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付」
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2020/1/4 横浜みなとみらい
ニューイヤーコンサート2020

横浜みなとみらい
ホール 秋山和慶 ピアノ：小山実稚恵

ヨハン・シュトラウス 「こうもり」序曲
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 「皇帝」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界より」

2020/1/5 ニューイヤーコンサート2020 サントリーホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/2/1 川崎定期演奏会第７４回 ミューザ川崎
シンフォニーホール

ヘルムート・
ライヒェル・
シルヴァ

Tp.：エリック・ミヤシロ
Guit.：ラファエロ・アギーレ

リムスキー・コルサコフ スペイン奇想曲 op.34

天野正道
ウナ・オベルテューラ・エスパニョーラ・ファルサ

「エル・ハルディン・デ・ロス・レクエルドス」　　
（管弦楽版初演）

ロドリーゴ アランフェス協奏曲
ファリャ バレエ「三角帽子」第2組曲

2020/2/12 特別演奏会
サエグサシゲアキ 1980s オーチャードホール 梅田俊明

三枝成彰 『機動戦士ガンダム　逆襲のシャア』（1988年）
三枝成彰 交響曲「動乱」（1980年）

2020/3/21 東京オペラシティシリーズ
第１１３回

東京オペラシティ
コンサートホール 飯森範親 Vlc.：新倉瞳

ラヴェル ラ・ヴァルス
ファジル・サイ 「11月の夜想曲」チェロと管弦楽のために
ラヴェル 道化師の朝の歌
ラヴェル スペイン狂詩曲
ラヴェル ボレロ

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

2019/4/28
東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト交響組曲
「ドラゴンクエストⅠ」交響組曲
「ドラゴンクエストⅡ」悪霊の神々

東京オペラシティ
コンサートホール 井田勝大 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅠ」

交響組曲「ドラゴンクエストⅡ」悪霊の神々

2019/5/11 第57回ティアラこうとう
定期演奏会

ティアラこうとう
大ホール

高関健
藤丸崇浩

（合唱指揮）

ソプラノ：中江早希
合唱：東京シティ・
フィル・コーア

プーランク スターバト・マーテル
サン=サーンス 交響詩「死の舞踏」op.40
フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」op.80
ビゼー 劇付随音楽「アルルの女」組曲第2番

2019/5/16
東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト交響組曲
「ドラゴンクエストⅢ」

東京オペラシティ
コンサートホール 井田勝大 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅢ」そして伝説へ・・・

2019/6/5
東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト交響組曲
「ドラゴンクエストⅣ」

東京オペラシティ
コンサートホール 井田勝大 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅣ」導かれし者たち

2019/7/6 第58回ティアラこうとう
定期演奏会

ティアラこうとう
大ホール 飯守泰次郎 ピアノ：藤田真央

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3番変ホ長調 op. 55「英雄」

2019/8/3
東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト交響組曲
「ドラゴンクエストⅠ」交響組曲
「ドラゴンクエストⅡ」悪霊の神々

ティアラこうとう
大ホール 佐々木新平 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅠ」

交響組曲「ドラゴンクエストⅡ」悪霊の神々

2019/8/23
東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト交響組曲
「ドラゴンクエストⅤ」天空の花嫁

東京オペラシティ
コンサートホール 井田勝大 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」 天空の花嫁

2019/9/15
東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト交響組曲
「ドラゴンクエストVI幻の大地」

東京オペラシティ
コンサートホール 井田勝大 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストVI」 幻の大地

2019/11/2
東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト交響組曲
「ドラゴンクエストⅦ」エデンの戦士たち

東京オペラシティ
コンサートホール 井田勝大 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅦ」エデンの戦士たち

2019/11/30 第59回ティアラこうとう
定期演奏会

ティアラこうとう
大ホール 角田鋼亮 ヴァイオリン：辻彩奈

マスネ 組曲第4番「絵のような風景」
プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調op. 19
ムソルグスキー

（ラヴェル） 組曲「展覧会の絵」

2019/12/6
東京シティ・フィルのドラクエ
交響組曲「ドラゴンクエストⅧ」
空と海と大地と呪われし姫君

東京オペラシティコン
サートホール 井田勝大 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅧ」                              

空と海と大地と呪われし姫君

2019/12/28 第九特別演奏会2019 東京文化会館大
ホール

藤岡幸夫, 
藤丸崇浩

（合唱指揮）

トロンボーン：鈴木崇弘
ソプラノ：安藤赴美子、
メゾソプラノ：林美智子
テノール：城宏憲、
バリトン：小森輝彦
合唱：東京シティ・
フィル・コーア

エリック・イウェイゼン バス・トロンボーンのための狂詩曲

ベートーヴェン 交響曲第9番ニ短調 ｢合唱付き｣ op.125

2020/1/7
東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト交響組曲
「ドラゴンクエストIX」星空の守り人

東京オペラシティ
コンサートホール 井田勝大 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIX」星空の守り人

2020/2/1 第60回ティアラこうとう
定期演奏会

ティアラこうとう
大ホール 高関健 チェロ：岡本侑也

ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲第1番 変ホ長調 op. 107
ベルリオーズ 幻想交響曲 op. 14

2020/2/16
東京シティ・フィルの
ドラゴンクエスト交響組曲
「ドラゴンクエストⅩ」
目覚めし五つの種族

新宿文化センター
大ホール 井田勝大 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅩ」

目覚めし五つの種族



定
期
公
演
以
外
の
自
主
公
演
記
録

202 日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2020

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

2019/4/6 都響・八王子シリーズ オリンパスホール八王子 小泉和裕 ヴァイオリン／米元響子
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4番 ヘ短調 op.36

2019/4/21 都響スペシャル
大阪特別公演 フェスティバルホール 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

2019/6/2 プロムナードコンサート
No.382 サントリーホール アンドリュー・

リットン ヴァイオリン／三浦文彰

フレデリック・ロウ
（アレクサンダー・
カレッジ）

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」より序曲

コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲　ニ長調　op.35
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 op.95

2019/9/14
TOKYO MET SaLaD 
MUSIC FESTIVAL 2019
～OK ！ オーケストラ

東京芸術劇場 大野和士
ソプラノ／竹下みず穂
児童合唱／東京少年
少女合唱隊

（15:00公演のみ）

すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエスト V 
～天空の花嫁」より　序曲のマーチ

ブラームス ハンガリー舞曲集より 第5番

プロコフィエフ バレエ組曲《ロメオとジュリエット》より 
「モンタギュー家とキャピュレット家」

プロコフィエフ バレエ組曲《ロメオとジュリエット》より 
「少女ジュリエット」　ほか

2019/9/16
TOKYO MET SaLaD 
MUSIC FESTIVAL 2019
～音楽祭メインコンサート

《ロメオとジュリエット》
東京芸術劇場 大野和士

メゾソプラノ／谷口睦美
テノール／村上公太
バス／妻屋秀和
合唱／新国立劇場合唱団

ベルリオーズ 劇的交響曲「ロメオとジュリエッ」ト」

2019/9/19 ドラクエ・シンフォニック
コンサート in SaLaD 東京芸術劇場 すぎやまこういち すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストXI」より

2019/10/20 プロムナードコンサート
No.383 サントリーホール 川瀬賢太郎 ハープ／吉野直子

ピーター・
スカルソープ オセアニアより（2003）（日本初演）

ヨハン・
シュトラウス2世 エジプト行進曲

ロドリーゴ アランフェス協奏曲（ハープ版）
伊福部昭 交響譚詩
ラヴェル ボレロ

2019/10/27
TOKYO MET SaLaD 
MUSIC FESTIVAL 2019
～SaLaDポップスコンサート
in 野音

日比谷公園
大音楽堂 熊倉 優

古関裕而
（栗山和樹） 東京オリンピックマーチ

ヨハン・
シュトラウス2世 シュネル ポルカ「雷鳴と稲妻」

フレデリック・ロウ
（アレクサンダー・
カレッジ）

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」より序曲

グレン・ミラー／
ヘンリー・マンシーニ

（和田薫）
ムーンメドレー「ムーンライト・セレナーデ＆
ムーン・リバー」　ほか

2019/11/2 【都響×アプリコ】
井上道義の『運命』＆『田園』 

大田区民ホール・
アプリコ 井上道義

ベートーヴェン 交響曲第6番 ヘ長調 「田園」 op.68
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 「運命」op.67

2019/11/4 都響・調布シリーズNo.21 調布市グリーンホール 大友直人 ヴァイオリン／小林美樹
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調「新世界より」

2019/11/23 プロムナードコンサート
No.384 サントリーホール エリアフ・

インバル
ピアノ／
サスキア・ジョルジーニ

ショスタコーヴィチ 祝典序曲
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 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
チャイコフスキー 祝典序曲「1812年」

2019/12/14 都響スペシャル 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」

2019/12/23 都響スペシャル「第九」 東京芸術劇場 レオシュ・
スワロフスキー

ソプラノ／安井陽子
メゾソプラノ／富岡明子
テノール／福井 敬
バリトン／甲斐栄次郎
合唱／二期会合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 「合唱付」

2019/12/24 都響スペシャル「第九」 サントリーホール 同 上 同 上 同 上 同 上
2019/12/25 都響スペシャル「第九」 東京文化会館 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/2/2 都響スペシャル サントリーホール
フランソワ＝
グザヴィエ・
ロト

栗友会合唱団

ジャン＝フィリップ・
ラモー オペラ=バレ「優雅なインドの国々」組曲

ジャン＝フェリ・
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」

2020/2/8 プロムナードコンサート　
No.385 サントリーホール 小泉和裕

ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
リスト 交響詩《レ・プレリュード》 S.97

ムソルグスキー 歌劇『ホヴァンシチナ』 より 
前奏曲「モスクワ河の夜明け」

ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」より
＜剣の舞＞＜バラの乙女達の踊り＞＜レズギンカ＞

リムスキー
＝コルサコフ スペイン奇想曲 op.34

ビゼー 「アルルの女」組曲第2番

2020/3/22 プロムナードコンサート　
No.386 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）
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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

2019/6/1 第2回練馬定期演奏会 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

スメタナ 交響詩「我が祖国」より「モルダウ」
神津善行 音楽物語「メダカとの出会い」
ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」

2019/7/20 第3回ポップス定期演奏会 東京芸術劇場
コンサートホール 大嵜慶子 プラスティックトゥリー

ササブチヒロシ、
長谷川正、　
ナカヤマアキラ、
有村竜太朗

眠れる森

有村竜太朗 リプレイ
竜太朗 蒼い鳥
TADASHI ガーベラ　ほか

2019/10/14 第4回ポップス定期演奏会 東京芸術劇場
コンサートホール 大嵜慶子 半崎美子（Vo.）

半崎美子（大嵜慶子） 種
半崎美子（大嵜慶子） 二人の砂時計
半崎美子（大嵜慶子） お弁当箱のうた
半崎美子（大嵜慶子） 稲穂　ほか

2019/10/22
（2回公演） 悠木碧オーケストラコンサート①② 東京芸術劇場

コンサートホール 大嵜慶子 悠木碧（Vo.）

横関公太（大嵜慶子） ランブリン・ハンブリン
小野貴光（大嵜慶子） Fairly in the hungry-gurdy
角本麻衣（大嵜慶子） くれなゐ月見酒
横関公太（大嵜慶子） 死線上の華　ほか

2020/1/19 ニューイヤーコンサート
2020 in 北とぴあ

北とぴあ
さくらホール 内藤彰 冨平安希子（Sop.）

ヨハン・シュトラウスⅡ ポルカ「クラップフェンの森で」
レハール ヴィリアの歌
ワルトトイフェル スケーターズワルツ
ヨハン・シュトラウスⅡ ワルツ「ウィーンの森の物語」　ほか

2020/2/16
第5回ポップス
定期演奏会
ロマンシングサガ

東京芸術劇場
コンサートホール 内藤彰

大嵜慶子（Ｐｆ．）
伊藤賢治（Ｐｆ．）
真部裕（Ｖｎ．）

伊藤賢治（亀岡夏海） 遥かなる戦いの詩
伊藤賢治（山下康介） オーバーチュア～オープニングタイトル
伊藤賢治（岩城直也） 迷いの森～下水道
伊藤賢治（山下康介） バトル1～2メドレー　ほか

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

2019/4/16
第125回
東京オペラシティ
定期シリーズ

東京オペラシティ
コンサートホール

アンドレア・
バッティストーニ ピアノ：小山 実稚恵

ルージェ・ド・リール フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」
ウォルトン 戴冠式行進曲「王冠」
モーツアルト 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

2019/5/13 第1回渋谷の午後のコンサート オーチャードホール 尾高 忠明

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
レハール ワルツ「金と銀」
リスト 交響詩「レ・プレリュード （前奏曲）」　S97/R414
シベリウス 交響詩「フィンランディア」　op. 26
ラヴェル ボレロ

2019/5/21 第13回平日の午後の
コンサート

東京オペラシティ
コンサートホール 渡邊 一正 （指揮&ピアノ） ピアノ：仲道 郁代

ヘンデル 組曲「王宮の花火の音楽」～序曲

モーツアルト ピアノ協奏曲　第10番　変ホ長調　K.365
（316a） （2台のピアノのための）

ドヴォルザーク 交響曲　第9番　ホ短調　op.95「新世界より」

2019/6/20 第126回東京オペラシティ
定期シリーズ

東京オペラシティ
コンサートホール チョン・ミン ピアノ：髙木 竜馬

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

2019/6/23 第80回休日の午後の
コンサート

東京オペラシティ
コンサートホール チョン・ミン

チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」　op.24～ポロネーズ
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」　op.20a
メンデルスゾーン 交響曲第4番「イタリア」　op.90～第4楽章
ベートーヴェン 交響曲第7番　イ長調　op. 92

2019/7/2 第14回平日の午後の
コンサート

東京オペラシティ
コンサートホール 三ツ橋 敬子

マイアベーア 歌劇「預言者」～戴冠式行進曲
ホルスト 組曲「惑星」　op. 32～火星、木星
ポール・モーリア オリーブの首飾り
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」　op.20aより　ほか

2019/7/19 第127回東京オペラシティ
定期シリーズ

東京オペラシティ
コンサートホール

チョン・
ミョンフン 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」

2019/8/9 第2回渋谷の午後の
コンサート オーチャードホール ダン・

エッティンガー ヴァイオリン：大谷 康子

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
モンティ チャールダーシュ

ベートーヴェン ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番　
ヘ長調　op. 50

チャイコフスキー 交響曲第6番　ロ短調　op.74「悲愴」　ほか



定
期
公
演
以
外
の
自
主
公
演
記
録

204 日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2020

2019/8/15 ハートフル コンサート2019 東京芸術劇場 尾高 忠明 お話：黒柳 徹子

スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
グレン・ミラー ムーンライト・セレナーデ
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」
ラヴェル ボレロ

2019/9/8 第81回休日の午後の
コンサート

東京オペラシティ
コンサートホール

アンドレア・
バッティストーニ

フチーク 剣士の入場　op.68
オッフェンバック ホフマンの舟歌
ドリーブ バレエ組曲「シルヴィア」
レスピーギ 交響詩「ローマの祭」

2019/10/8 第15回平日の午後の
コンサート

東京オペラシティ
コンサートホール 小林 研一郎 司会：田添 菜穂子

イヴァノヴィチ ワルツ「ドナウ川のさざ波」
ヴォルフ=フェラーリ 歌劇「マドンナの宝石」間奏曲
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲
ドヴォルザーク 交響曲第8番　ト長調　op. 88

2019/10/17 第128回東京オペラシティ
定期シリーズ

東京オペラシティ
コンサートホール

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　LW-G12（S.108）

2019/11/22 第129回東京オペラシティ
定期シリーズ

東京オペラシティ
コンサートホール

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」

2019/12/1 第82回休日の午後の
コンサート

東京オペラシティ
コンサートホール 円光寺 雅彦 チェロ：山崎 伸子

ショスタコーヴィチ 祝典序曲　op. 96
マリ 金婚式
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
クロード・フランソワ マイ・ウェイ　ほか

2019/12/2 第3回渋谷の午後の
コンサート オーチャードホール 円光寺 雅彦 チェロ：山崎 伸子

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」序曲
エルガー（南 安雄） 愛の挨拶
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
クロード・フランソワ マイ・ウェイ
ベートーヴェン 交響曲第5番　ハ短調　op.67「運命」

2019/12/19 ベートーヴェン「第九」
特別演奏会

東京オペラシティコン
サートホール

チョン・
ミョンフン

ソプラノ：吉田 珠代、
アルト：中島 郁子
テノール：清水 徹太郎、
バリトン：上江 隼人
合唱：新国立劇場合唱団
児童合唱：
多摩ファミリーシンガーズ

ベートーヴェン 交響曲第9番　ニ短調　op.125「合唱」

エルガー 戴冠式頌歌　op.44～第6曲「希望と栄光の国」

2019/12/20 ベートーヴェン「第九」
特別演奏会 オーチャードホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/21 ベートーヴェン「第九」
特別演奏会 サントリーホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/1/2 ニューイヤーコンサート2020 オーチャードホール 円光寺 雅彦 ピアノ：清塚 信也
司会：朝岡 聡

ヨハン・シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」　op.314
今井 光也 オリンピック東京大会ファンファーレ
古関 裕而（栗山 和樹） 東京オリンピック・マーチ
ガーシュイン（グローフェ） ラプソディ・イン・ブルー　ほか

2020/1/3 ニューイヤーコンサート2020 オーチャードホール 円光寺 雅彦 ピアノ：清塚 信也
司会：朝岡 聡

ヨハン・シュトラウス ワルツ「美しく青きドナウ」　op.314
今井 光也 オリンピック東京大会ファンファーレ
古関 裕而（栗山 和樹） 東京オリンピック・マーチ
ガーシュイン（グローフェ） ラプソディ・イン・ブルー　ほか

2020/1/17 第16回平日の午後の
コンサート

東京オペラシティコン
サートホール 広上 淳一 司会：橋本 マナミ

今井 光也 オリンピック東京大会ファンファーレ
古関 裕而（栗山 和樹） 東京オリンピック・マーチ
ハチャトゥリアン バレエ「ガイーヌ」より
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」[1919年版]　ほか

2020/1/23 第130回東京オペラシティ
定期シリーズ

東京オペラシティコン
サートホール

アンドレア・
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

2020/2/9 第52回千葉市定期演奏会 千葉市民会館 小林 研一郎 ピアノ：髙木 竜馬
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」　op.24～ポロネーズ
グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　op. 16
チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op. 36

2020/2/11 第83回休日の午後の
コンサート

東京オペラシティコン
サートホール 小林 研一郎 ピアノ：髙木 竜馬

チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」　op.24～ポロネーズ
グリーグ ピアノ協奏曲　イ短調　op. 16
チャイコフスキー 交響曲　第4番　ヘ短調　op. 36

2020/2/19 第131回東京オペラシティ
定期シリーズ

東京オペラシティコン
サートホール

チョン・
ミョンフン

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]
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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

2019/4/27 第346回横浜定期演奏会 神奈川県民ホール ピエタリ・
インキネン 村治佳織（ギター）

ラウタヴァーラ In the Beginning
武満徹 ギター協奏曲「夢の縁へ」
チャイコフスキー 交響曲第4番 ヘ短調 op.36

2019/5/4 ローム 小学生からの
クラシックコンサート

ロームシアター京都
サウスホール 海老原光 江原陽子

モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジークより
服部正（三浦秀秋） ラジオ体操第一より
サン=サーンス 動物の謝肉祭

2019/5/11 サンデーコンサートスペシャル 東京芸術劇場
コンサートホール

アレクサンドル・
ラザレフ

神尾真由子（ヴァイオリン）
反田恭平（ピアノ）

チャイコフスキー 戴冠式祝典行進曲
チャイコフスキー ピアノ協奏曲第１番 変ロ短調 op.23
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」より
「情景」「スペインの踊り」「ナポリの踊り」「ワルツ」

2019/5/12 第３８０回名曲コンサート サントリーホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/5/25 第３４７回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 飯守泰次郎 上原彩子（ピアノ）
ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第３番
シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54
ベートーヴェン 交響曲第５番 ハ短調 op.67「運命」

2019/6/2 第227回サンデーコンサート 東京芸術劇場
コンサートホール 西本智実 前橋汀子（ヴァイオリン）

サン=サーンス 序奏とロンド・カプリツィオーソ
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン
ヴィットリオ・モンティ チャルダッシュ
ベートーヴェン 交響曲第7番 イ長調 op.92

2019/6/15 第348回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール ピエタリ・
インキネン

ペッカ・クーシスト
（ヴァイオリン）

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 op.26
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5番 変ホ長調 op.82

2019/6/22 渡邉曉雄生誕100周年
記念演奏会 サントリーホール 藤岡幸夫

渡邉康雄（ピアノ）
渡邉規久雄（ピアノ）
寺田悦子（ピアノ）

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 op.92
ガーシュイン ピアノ協奏曲
小山清茂 管弦楽のための木挽き歌
マーラー 交響曲第5番より第4楽章「アダージェット」
シベリウス 交響曲第5番 op.82

2019/6/23 第13回相模原定期演奏会 相模女子大学
グリーンホール 小林研一郎 徳永二男（ヴァイオリン）

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
ドヴォルザーク 交響曲第8番 ト長調 op.88

2019/7/6 第３４９回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 西本智実 小林美樹（ヴァイオリン）

プロコフィエフ 交響曲第1番「古典交響曲」
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
プロコフィエフ 大公の宣言
プロコフィエフ 少女ジュリエット　ほか

2019/7/20 第４５回夏休みコンサート
2019

相模女子大学
グリーンホール 永峰大輔 江原陽子（お話とうた）

チャイコフスキー バレエ「眠りの森の美女」より「ワルツ」
ヨハン・シュトラウスⅡ ポルカ「雷鳴と電光」
ヨハン・シュトラウスⅡ エジプト行進曲
ホルスト 組曲「惑星」op.32より「木星」　ほか

2019/7/21 第４５回夏休みコンサート
2019

府中の森芸術劇場
どりーむホール 永峰大輔 速水けんたろう

（お話とうた） 同 上 同 上

2019/7/22 第４５回夏休みコンサート
2019 千葉県文化会館 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/24
（2回公演）

第４５回夏休みコンサート
2019①② サントリーホール 永峰大輔 江原陽子（お話とうた） 同 上 同 上

2019/7/26
（2回公演）

第４５回夏休みコンサート
2019①② 横浜みなとみらいホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/27 第４５回夏休みコンサート
2019

大宮ソニックシティ
大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/28
（2回公演）

第４５回夏休みコンサート
2019①②

東京芸術劇場
コンサートホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/30 第４５回夏休みコンサート
2019 習志野文化ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/8/2
（2回公演）

第４５回夏休みコンサート
2019①②

東京芸術劇場
コンサートホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/8/3
（2回公演）

第４５回夏休みコンサート
2019①② 横浜みなとみらいホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/8/4
（2回公演）

第４５回夏休みコンサート
2019①②

サントリーホール
大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/8/11 楽しいオーケストラin岩手 岩手県民会館
大ホール 同 上

江原陽子
大船渡北小学校郷土
芸能部（赤澤鎧剣舞）
宮古高校吹奏楽部

同 上 同 上

2019/8/20 落合陽一×日本フィルＶｏｌ．３
第１夜

東京オペラシティ                   
コンサートホール 海老原光

江原陽子
デュオ・グレイス

（高橋多佳子＆宮谷里香）

ジョン・ケージ ＊4分33秒より第2楽章
ハチャトゥリヤン ＊バレエ音楽「ガイーヌ」より「剣の舞」
パッヘルベル カノン
アンダーソン ＊サンドペーパー・バレエ　ほか

2019/8/24 日本フィル夏休みコンサート
2019

ロームシアター                           
京都メインホール 8/4と同じ 8/4と同じ 8/4と同じ 8/4と同じ
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2019/8/27 落合陽一×日本フィルＶｏｌ．３
第２夜

東京芸術劇場
コンサートホール 海老原光 江原陽子

近衛秀麿 ＊越天楽
ヨハン・シュトラウス ＊雷鳴と電光
小山清茂 管弦楽のための木挽唄
ムソルグスキー

（ラヴェル） ＊組曲「展覧会の絵」よりプロムナード～小人　ほか

2019/9/11 オービック・スペシャル・
コンサート

サントリーホール
大ホール 小林研一郎 瀬﨑明日香（ヴァイオリン）

木村大（ギター）

ビゼー 闘牛士の行進～プレリュード（運命の動機）
～アラゴネーズ～間奏曲、ジプシーの踊り

ラロ スペイン交響曲より第1・3楽章
ロドリーゴ アランフェス協奏曲
ラヴェル ボレロ

2019/9/14 コバケン・ワールドVol.22 サントリーホール
大ホール 小林研一郎 伊藤寛隆（クラリネット）

真鍋恵子（フルート）

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」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
モーツァルト フルート協奏曲第1番 ト長調 K.313
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」（1919年版）
空欄（ビゼー） 歌劇「アルルの女」よりファランドール

2019/9/23 サンデーコンサート
スペシャル

東京芸術劇場
コンサートホール 小林研一郎 藤田真央（ピアノ）

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7番 イ長調 op.92
モーツァルト 6つのウィーン風ソナチネより第一番第4楽章
バッハ G線上のアリア
ベートーヴェン 交響曲第7番 イ長調 op.92より

2019/9/28 第350回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール
大ホール 小林研一郎 アリス＝紗良・オット

（ピアノ）

伊福部昭 日本組曲より第1曲「盆踊」
伊福部昭 日本組曲より第3曲「演伶」
伊福部昭 日本組曲より第4曲「佞武多」
井上道義 メモリー・コンクリート　ほか

2019/10/6 第228回サンデーコンサート 東京芸術劇場
コンサートホール 山田和樹 岡田奏（ピアノ）

シベリウス 交響詩「フィンランディア」op.62
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18
ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 op.67「運命」

2019/10/26 第351回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール
大ホール

ピエタリ・
インキネン

アレクセイ・ヴォロディン
（ピアノ）

ベートーヴェン 交響曲第1番 ハ長調 op.21
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第1番
ドヴォルザーク 交響曲第8番 ト長調 op.88

2019/10/27 第382回名曲コンサート サントリーホール
大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/11/9 コバケン・ワールドVol.23 サントリーホール
大ホール 小林研一郎 河村尚子（ピアノ）

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第５番 変ホ長調 op.73「皇帝」
ショスタコーヴィチ 交響曲第5番「革命」ニ短調 op.47

2019/11/17 第229回サンデーコンサート 東京芸術劇場
コンサートホール 広上淳一 チェ・ヒョンロク（ピアノ）

砂川涼子（ソプラノ）
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 op.30
ラター マニフィカト

2019/11/23 第３５２回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール
大ホール 大井剛史 パク・キュヒ（ギター）

R=コルサコフ スペイン奇想曲
ロドリーゴ アランフェス協奏曲
R=コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」op.35

2019/12/14 第353回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール
大ホール 広上淳一

中村恵理（ソプラノ）
藤木大地（カウンターテナー）
吉田浩之（テノール）
大西宇宙（バリトン）

J.C.バッハ シンフォニア変ロ長調op.18-2

ベートーヴェン 交響曲第9番 ニ短調 op.125「合唱付き」

2019/12/15 第九特別演奏会 サントリーホール
大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/21 第九特別演奏会 横浜みなとみらいホール
大ホール 小林研一郎

石丸由佳（オルガン）
ザリナ・アルティエンバ
エヴァ（ソプラノ）
加藤のぞみ（アルト）
錦織健（テノール）
青戸知（バリトン）

ブルーンス 前奏曲ホ短調
ブクステフーデ 甘き喜びに包まれBuxWV197
バッハ トッカータとフーガニ短調BWV565
ベートーヴェン 交響曲第9番 ニ短調 op.125「合唱付き」

2019/12/24 第九特別演奏会 東京芸術劇場
コンサートホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/26 第九特別演奏会 東京芸術劇場
コンサートホール 同 上

石丸由佳（オルガン）
市原愛（ソプラノ）
山下牧子（アルト）
錦織健（テノール）
青山貴（バリトン）

同 上 同 上

2019/12/27 第九特別演奏会 サントリーホール
大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/28 第九特別演奏会 東京芸術劇場
コンサートホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/1/11 第354回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール
大ホール 佐渡裕 山根一仁（ヴァイオリン）

ブラームス ヴァイオリン協奏曲
シベリウス 交響曲第2番

2020/1/12 第383回名曲コンサート サントリーホール
大ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/1/25 コバケン・ワールドＶｏｌ．２４ 東京芸術劇場
コンサートホール 小林研一郎 千住真理子（ヴァイオリン）

ヨハン・シュトラウス ワルツ「春の声」
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
ドヴォルザーク 交響曲第9番 ホ短調 op.95「新世界より」

2020/2/7 第45回九州公演 宮崎市民文化ホール アレクサンドル・
ラザレフ 河村尚子（ピアノ）

ブラームス ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 op.83
プロコフィエフ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」

2020/2/8 第45回九州公演 宝山ホール 同 上 堀米ゆず子（ヴァイオリン）
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1番 ハ短調 op.68
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2020/2/9 第45回九州公演 熊本県立劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/2/11 第45回九州公演 アルモニーサンク
北九州ソレイユホール 同 上 2/7と同じ 2/7と同じ 2/7と同じ

2020/2/12 第45回九州公演 iichikoグランシアタ 同 上 2/7と同じ
ブラームス ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 op.83
ブラームス 交響曲第1番 ハ短調 op.68

2020/2/14 第45回九州公演 唐津市民会館 同 上 堀米ゆず子（ヴァイオリン）
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61
プロコフィエフ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」

2020/2/15 第45回九州公演 大牟田文化会館 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/2/16 第45回九州公演 アクロス福岡
シンフォニーホール 同 上 同 上 2/8と同じ 2/8と同じ

2020/2/18 第45回九州公演 佐賀市文化会館 同 上 同 上 2/8と同じ 2/8と同じ
2020/2/19 第45回九州公演 長崎市民会館 同 上 同 上 2/8と同じ 2/8と同じ

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

2019/4/4 第621回 名曲シリーズ サントリーホール 鈴木優人 ピアノ：レミ・ジュニエ
ラモー 歌劇〈優雅なインドの国々〉組曲
ショパン ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 op.21
ストラヴィンスキー バレエ音楽〈ペトルーシュカ〉（1947年版）

2019/4/27 第216回土曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 コルネリウス・
マイスター チェロ：上野通明

プロコフィエフ 交響曲第1番 ニ長調 op.25〈古典〉
カサド チェロ協奏曲 ニ短調
ムソルグスキー

（ラヴェル編） 組曲〈展覧会の絵〉

2019/4/28 第216回
日曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/5/18 第217回
土曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 セバスティアン・

ヴァイグレ ピアノ：岡田奏
ロルツィング 歌劇〈ロシア皇帝と船大工〉序曲
モーツァルト ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467
ブラームス 交響曲第4番 ホ短調 op.98

2019/5/19 第217回
日曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/5/24 第622回 名曲シリーズ サントリーホール セバスティアン・
ヴァイグレ チェロ：ユリア・ハーゲン

ワーグナー 楽劇〈ニュルンベルクのマイスタージンガー〉
第1幕への前奏曲

シューマン チェロ協奏曲 イ短調 op.129
ベートーヴェン 交響曲第3番 変ホ長調 op.55〈英雄〉

2019/5/26 第111回 みなとみらい
ホリデー名曲シリーズ

横浜みなとみらい
ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/6/18 第623回 名曲シリーズ サントリーホール 小林研一郎 ヴァイオリン：キム・ボムソリ
ビゼー 歌劇〈カルメン〉第1組曲
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

2019/6/23 第112回 みなとみらい
ホリデー名曲シリーズ

横浜みなとみらい
ホール 大植英次 ホルン：日橋辰朗

バーンスタイン ディヴェルティメント
パウエル ホルン協奏曲
リムスキー
＝コルサコフ 交響組曲〈シェエラザード〉op.35

2019/7/6 第218回 
土曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 小林研一郎 クラリネット：

アンドレアス・オッテンザマー

ウェーバー 歌劇〈魔弾の射手〉序曲
ウェーバー クラリネット協奏曲第1番 ヘ短調 op.73
ドヴォルザーク 交響曲第8番 ト長調 op.88

2019/7/7 第218回 
日曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/15 第113回みなとみらい
ホリデー名曲シリーズ みなとみらいホール 井上道義 ピアノ：リュカ・ドゥバルグ

女声合唱：昭和音楽大学
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18
ホルスト 組曲〈惑星〉op.32

2019/7/16 第624回名曲シリーズ サントリーホール 同 上 同 上 同 上 同 上
2019/7/17 第23回大阪定期公演 フェスティバルホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/8/18 サマーフェスティバル２０１９
《三大交響曲》 東京芸術劇場 マルチェロ・

レーニンガー

シューベルト 交響曲第7番 ロ短調 D 759〈未完成〉
ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 op.67〈運命〉
ドヴォルザーク 交響曲第9番 ホ短調 op.95〈新世界から〉

2019/8/21 サマーフェスティバル２０１９
《三大協奏曲》 東京芸術劇場 マルチェロ・

レーニンガー

Vn: 高木凜々子
Vc: アレクサンドル・ラム
Pf: アレクサンダー・
マロフェーエフ

メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
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 ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 op.23

2019/8/24 第219回
土曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 尾高忠明 ヴァイオリン：アナ・

マリア・ヴァルデラーマ

メンデルスゾーン 序曲〈フィンガルの洞窟〉op.26
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
チャイコフスキー 交響曲第6番 ロ短調 op.74〈悲愴〉

2019/8/25 第219回
日曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/9/14 第114回みなとみらい
ホリデー名曲シリーズ

横浜みなとみらい
ホール

セバスティアン・
ヴァイグレ Vn: 小林壱成

モーツァルト 歌劇〈魔笛〉序曲
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
メンデルスゾーン 交響曲第4番 イ長調 op.90〈イタリア〉

2019/9/20 第625回名曲シリーズ サントリーホール セバスティアン・
ヴァイグレ Pf: ルドルフ・ブッフビンダー

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番 ト長調 op.58
マーラー 交響曲第5番 嬰ハ短調

2019/9/21 第220回土曜マチネー 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上
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2019/9/22 第220回日曜マチネー 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/10/14 第115回みなとみらい
ホリデー名曲シリーズ

横浜みなとみらい
ホール

ユーリ・
テミルカーノフ

Vn: エマニュエル・
チェクナヴォリアン

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5番 ホ短調 op.64

2019/10/15 第626回名曲シリーズ サントリーホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/10/19 第221回土曜マチネー 東京芸術劇場 ユーリ・
テミルカーノフ

Ｖｎ： セルゲイ・
ハチャトゥリアン

ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77
ブラームス 交響曲第2番 ニ長調 op.73

2019/10/20 第221回日曜マチネー 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/11/17 第116回みなとみらい
ホリデー名曲シリーズ

横浜みなとみらい
ホール 小林研一郎 Vc: 伊藤悠貴

ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
ドヴォルザーク 交響曲第9番 ホ短調 op.95〈新世界から〉

2019/11/23 第222回
土曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 トマーシュ・

ネトピル Pf: アレクサンドル・タロー

モーツァルト 歌劇〈ドン・ジョヴァンニ〉序曲
モーツァルト 交響曲第38番 ニ長調 K.502〈プラハ〉
プーランク ピアノ協奏曲
ヤナーチェク シンフォニエッタ

2019/11/24 第222回
日曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/17 「第九」特別演奏会 東京芸術劇場 アイヴァー・
ボルトン

Sop: シルヴィア・
シュヴァルツ
M.Sop: 池田香織
Ten: 小堀勇介
Bri: トーマス・オリーマンス
Org: 福本茉莉

J.S.バッハ コラール〈目覚めよ、と呼ぶ声あり〉BWV645

ブルーンス 前奏曲ト長調

ベートーヴェン 交響曲第9番 ニ短調 op.125〈合唱付き〉

2020/12/18 「第九」特別演奏会 サントリーホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/20 第627回名曲シリーズ サントリーホール 同 上

Sop: シルヴィア・
シュヴァルツ
M.Sop: 池田香織
Ten: 小堀勇介
Bri: トーマス・オリーマンス

ベートーヴェン 交響曲第9番 ニ短調 op.125〈合唱付き〉

2019/12/21 第223回
土曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/22 第223回
日曜マチネーシリーズ 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/12/24 第24回大阪定期演奏会 フェスティバルホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/1/9 第628回名曲シリーズ サントリーホール エリアス・
グランディ Vn: 前橋汀子

J.シュトラウスII 喜歌劇〈こうもり〉序曲
サン＝サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ op.28
マスネ タイスの瞑想曲
サラサーテ　 ツィゴイネルワイゼン op.20　　　
モーツァルト 交響曲第35番 ニ長調 K.385〈ハフナー〉
ラヴェル ボレロ

2020/2/1 第224回土曜マチネー 東京芸術劇場 山田和樹 Vn: ネマニャ・ラドゥロヴィチ
マーラー 花の章
ハチャトゥリアン ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
マーラー 交響曲第1番 ニ長調〈巨人〉

2020/2/2 第224回日曜マチネー 東京芸術劇場 同 上 同 上 同 上 同 上
2020/2/4 第25回大阪定期演奏会                                                                   フェスティバルホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/2/11 第117回みなとみらい
ホリデー名曲シリーズ

横浜みなとみらい
ホール 山田和樹 Pf: イーヴォ・ポゴレリッチ

グリーグ ２つの悲しき旋律 op.34
シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 op.54
ドヴォルザーク 交響曲第7番 ニ短調 op.70

2020/2/13 第629回名曲シリーズ サントリーホール 同 上 同 上 同 上 同 上

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

2019/4/20 県民名曲シリーズ第５回 神奈川県民ホール 太田弦
ピアノ:阪田知樹 
チェロ:佐藤晴真
司会:田添菜穂子

コープランド ｢ロデオ｣より“カウボーイの休日”
アンダーソン タイプライター
アンダーソン マクドナルドじいさんは農場をもっていた

コープランド バレエ音楽 ｢アパラチアの春｣より
“シンプル・ギフト”   ほか

2019/5/18 ヴィアマーレ・ファミリー・
クラシック

はまぎんホールヴィア
マーレ

ガブリエリ 第七旋法による8声のカンツォン第2番
ホルスト 「木星」よりテーマ
ブレイク メモリーズ・オブ・ユー
ブラームス 子守歌　ほか

2019/6/15 県民名曲シリーズ第６回 神奈川県民ホール 川瀬賢太郎 児童合唱：
横浜少年少女合唱団 チャイコフスキー 「くるみ割り人形」op.71  全曲

2019/7/6 音楽堂シリーズ第13回 神奈川県立音楽堂 鈴木秀美
ブリテン シンプルシンフォニーop.4
ヒンデミット 組曲「気高き幻想」
モーツァルト 交響曲第38番 ニ長調K.504「プラハ」

2019/8/31 音楽とスポーツの
幸せな関係

横浜みなとみらい
ホール 阿部未来

作曲・ピアノ/平沼有
梨作曲/大沢みずほ
観世音流能楽師シテ方
/中森貫太
篳篥/中村仁美
笙/中村華子
合唱:神奈川フィル合唱

今井光也 東京オリンピック・ファンファーレ
ハチャトゥリヤン バレエ組曲「仮面舞踏会」よりワルツ
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」より「第２幕情景」

ガーシュイン アイ・ガット・リズム　ほか
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2019/9/1 ジェラール・プーレと                                  
神奈川フィルの仲間たち

横浜みなとみらい
ホール  小ホール

ヴァイオリン:ジェラール・
プーレ、﨑谷直人
ヴィオラ:髙野香子
チェロ:長南牧人        
ピアノ:川島余里

プロコフィエフ 2つのヴァイオリンのためのソナタ
ドビュッシー ヴァイオリン・ソナタ ト短調
フォーレ ピアノ四重奏曲第1番
クライスラー 前奏曲とアレグロ

2019/9/21 ヴィアマーレ・ファミリー・
クラシック

はまぎんホール
ヴィアマーレ 阿部未来

アンダーソン 舞踏会の美女
ヨハン・シュトラウス トリッチ・トラッチ・ポルカ
チャイコフスキー 交響曲第4番第3楽章より抜粋
デュカス ラ・ペリのファンファーレ   ほか

2019/10/26 音楽堂シリーズ第１４回 神奈川県立音楽堂 チャールズ・
ナイディック

リヒャルト・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
モーツァルト クラリネット協奏曲イ長調K.622

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

2019/11/1 ヨコハマ・ポップス・
オーケストラ

横浜みなとみらい
ホール

田尻真高、
菅野祐悟

司会・歌:ももいろクローバーZ 
ヴォーカル:和田由貴、
ヴォーカル:ハセガワダイ
スケオルガン:石丸由佳
合唱:神奈川フィル合唱団

南能衛 横浜市歌
菅野祐悟 アニメ｢亜人｣より“AJIN MAIN THEME”

菅野祐悟 映画 ｢踊る大捜査線THE MOVIE3」より
”湾岸の要塞”

菅野祐悟 映画 ｢踊る大捜査線THE MOVIE3」より”LIFE   ほか

2019/12/21 特別演奏会「第九」 神奈川県民ホール 下野竜也

ソプラノ:石橋栄実  
メゾ・ソプラノ:林美智子
テノール:谷口洋介
バリトン:久保和範
合唱:神奈川フィル合唱団

（音楽監督:大久保光哉）

マルティヌー リディツェへの追悼

ベートーヴェン 交響曲第9番 ニ短調op.125「合唱付き」

2020/1/9 第14回フレッシュコンサート 横浜みなとみらい
ホール 沖澤のどか

箏:今野玲央
ピアノ:和田華音
ソプラノ:悦田比呂子
ソプラノ:小田切一恵
バリトン:武田直之

ベートーヴェン フィデリオ序曲
宮城道雄

（池辺晋一郎） 春の海（管弦楽版）

藤倉大 竜
ショパン ピアノ協奏曲第1番 ホ短調op.11より第3楽章    ほか

2020/1/18 定期演奏会音楽堂シリーズ
第15回 神奈川県立音楽堂 なし

ヴァイオリン:﨑谷直人
チェンバロ:山田武彦
ソネット朗読:宮本益光
ヴィオラ:大島亮

モーツァルト 弦楽四重奏曲第2番 ニ長調K.155（弦楽合奏版）
ヴィヴァルディ 「四季」全曲
モーツァルト 交響曲第25番 ト短調K.183

モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 
変ホ長調K.364

2020/2/15 定期演奏会県民ホール
名曲シリーズ第7回 神奈川県民ホール 現田茂夫

ヴァイオリン:奥村愛
ピアノ:長富彩
合唱:神奈川フィル合唱団 

（音楽監督:大久保光哉）
司会:田添菜穂子

ベートーヴェン 交響曲第6番 ヘ長調op.68「田園」より
第1楽章抜粋、第4楽章抜粋

ベートーヴェン ロマンス第2番 ヘ長調op.50
ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調op.67「運命」より第1楽章
ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲第3番op.72b    ほか

2020/2/22 定期演奏会音楽堂シリーズ
第16回 神奈川県立音楽堂 川瀬賢太郎 ピアノ:菊池洋子

モーツァルト 歌劇「魔笛」K.622 序曲
細川俊夫 月夜の蓮 ～モーツァルトへのオマージュ～
モーツァルト ピアノ協奏曲第23番 イ長調K.488

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

2019/4/9
2019/4/10
2019/4/11

お花見コンサート 石川県立音楽堂
コンサートホール 松井慶太

モーツァルト ディヴェルティメント K.136
モーツァルト 交響曲第29番 イ長調 K. 201
モーツァルト ディヴェルティメント K.334 メヌエット

2019/4/13 ファンタスティック・
オーケストラコンサート

石川県立音楽堂
コンサートホール 松井慶太

ヴァイオリン:会田莉凡
ピアノ:古海行子
池辺晋一郎

ハイドン 交響曲第101番第2楽章.抜粋
ハイドン 弦楽四重奏曲「ひばり」第1楽章抜粋
ベートーヴェン ピアノソナタ第23番ヘ短調op.57第1楽章抜粋
ベートーヴェン ヴァイオリンソナタ第5番op.24第1楽章.抜粋　ほか

2019/5/19 北陸新人登竜門コンサート 石川県立音楽堂
コンサートホール 川瀬賢太郎

ソプラノ:山下千愛
ソプラノ:高橋美咲
メゾ・ソプラノ:前澤歌穂
メゾ・ソプラノ:高野百合絵

メンデルスゾーン  交響曲第4番イ長調op.90「イタリア」
モーツァルト エクスルターテ・ユビラーテ
ドニゼッティ 「このような手に負えぬ炎は」（『アンナ・ボレーナ』より）

ベッリニーニ 「おお、いくたび、いくたびか」
（歌劇『カプレーティ家とモンテッキ家』より）

ドニゼッティ 「私のフェルナンド」 （『ファヴォリータ』より）

2019/5/21 ふれあいコンサート
野々市公演 野々市市文化会館 松井慶太

シャルパンティエ テ・デウムより　前奏曲
テレマン ヴィオラ協奏曲より 第2楽章
ブラームス ハンガリー舞曲第5番より
ヨゼフ・シュトラウス かじやのポルカ　ほか

2019/5/22 ふれあいコンサート小松公演 小松市民センター 同 上 同 上 同 上
2019/5/31 ふれあいコンサート七尾公演 七尾市文化ホール 同 上 同 上 同 上

2019/6/4 小松定期公演　春 こまつ芸術劇場 茂木大輔
ベートーヴェン 「プロメテウスの創造物」より
ベートーヴェン 交響曲第３番変ホ長調 op.55「英雄」



定
期
公
演
以
外
の
自
主
公
演
記
録

210 日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2020

2019/6/24 富山特別公演 富山県民会館 渡辺俊幸 さだまさし さだまさし

北の国から
精霊流し
桜ひとり
桜散る　ほか

2019/6/30 ファンタスティック・
オーケストラコンサート

石川県立音楽堂
コンサートホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/9 東京特別公演 東京芸術劇場 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

2019/8/25 IMAフェスティバル
コンサート

石川県立音楽堂
コンサートホール 黄維明 ピアノ:古海行子、

ＩＭＡ出身者
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

2019/9/1 加賀公演 加賀市文化会館 鈴木織衛 ジュディ・オング

ヨハン・
シュトラウス2世 「こうもり」序曲

ハイドン 交響曲第101番第2楽章.抜粋
アンダーソン シンコペーテッド・クロック
アンドレア・モリコーネ

（渡辺俊幸） ディア・モリコーネ　ほか

2019/9/7 富山公演 富山県高岡文化
ホール 山下一史

ソプラノ:金川睦美
メゾ・ソプラノ:高野百合絵
テノール:近藤洋平
バリトン:渡辺洋輔
合唱団ＯＥＫとやま

岩河三郎 富山に伝わる三つの民謡
コダーイ テ・デウム

コダーイ ミサ・ブレヴィス

2019/9/14 岩城宏之
メモリアルコンサート

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:木村かをり
ピアノ:鶴見彩

湯浅譲二 ピアノ・コンチェルティーノ
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5番 ハ短調「運命」op.67

2019/9/23 大阪定期公演 ザ・シンフォニーホール 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
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」
ベートーヴェン 交響曲第7番イ長調op.92

2019/9/25 名古屋定期公演 しらかわホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/10/1 ビエンナーレいしかわ
秋の芸術祭

石川県立音楽堂
コンサートホール

ユベール・
スダーン

フルート:カール＝ハインツ・シュッツ
オーボエ:ジョナサン・ケリー
クラリネット:
アンドレアス・オッテンザマー
ファゴット:リヒャルト・ガラー
ホルン:シュテファン・ドール

モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 K.385「ハフナー」
モーツァルト フルート協奏曲 第１番 ト長調 K.313

モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.297b

2019/10/14 ファンタスティック・
オーケストラコンサート

石川県立音楽堂
コンサートホール 鈴木織衛 森山良子

ＯＥＫ合唱団

シュタイナー タラのテーマ
チャイコフスキー 花のワルツ
佐藤賢太郎 前へ
まつしたこう ほらね　ほか

2019/10/16 柏崎公演 柏崎文化会館
アルフォーレ 同 上

森山良子
柏崎市民合唱団、
コーラス枇杷の実

シュタイナー タラのテーマ
チャイコフスキー 花のワルツ

この広い野原いっぱい　ほか

2019/10/17 長野公演 長野市芸術館 同 上
森山良子
長野市芸術館ジュニア合唱団、
長野ユーカリ女声合唱団

同 上 同 上

2019/11/7 小松定期公演 秋 こまつ芸術劇場 沖澤のどか メゾ・ソプラノ:小泉詠子

ディーリアス 春初めてのかっこうを聴いて
パーセル 「ディドとエネアス」序曲
モーツァルト 「フィガロの結婚」より　恋とはどんなものかしら
フォーレ マスクとベルガマスク　ほか

2019/11/17 七尾定期公演 七尾市文化ホール 角田鋼亮 コーラス:ベイビー・ブー

ベートーヴェン 交響曲第６番ヘ長調「田園」より第１楽章
メンデルスゾーン 「フィンガルの洞窟」序曲
渡辺俊幸 交響的幻想曲「能登」
デンツァ フニクリ・フニクラ　ほか

2019/11/30 能美公演 能美市根上総合
文化会館 鈴木織衛 加藤登紀子

能美市合同女声合唱団

シュタイナー タラのテーマ
ビゼー 「カルメン」前奏曲
ヨハン・シュトラウスⅡ 「こうもり」序曲

時には昔の話を　ほか

2019/12/8 メサイア公演 石川県立音楽堂
コンサートホール 三河正典

ソプラノ:韓錦玉
アルト:Ｄ．キム
テノール:伊藤達人
バリトン:高橋洋介
北陸聖歌合唱団

ヘンデル 「メサイア」（抜粋）

2019/12/15 小学生のための音楽会 石川県立音楽堂
コンサートホール 松元宏康 松本梨香

エコール・ド・ハナヨバレエ

オッフェンバック カンカン
グリーグ 「ペール・ギュント」より　朝

めざせポケモンマスター　ほか

2020/1/12 射水公演 アイザック小杉文化
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

グリーグ ホルベルク組曲抜粋
ヘンデル "優しき森よ" オペラ「アタランタ」より
モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第1楽章 
ヘンデル オンブラマイフ　ほか

2020/1/15 東京公演 紀尾井ホール 同 上 同 上 同 上 同 上
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2020/1/19 ＰＯＰカルチャーコンサート 石川県立音楽堂
コンサートホール 渡邊一正

すぎやまこういち ドラゴンクエスト　XI Suite
すぎやまこういち 序曲
すぎやまこういち 冒険のはじまり
すぎやまこういち 勇者は征く　ほか

2020/2/11 白山公演 白山市松任文化会館 広上淳一
ソプラノ:鈴木玲奈
メゾ・ソプラノ:高野百合絵
テノール:吉田浩之
バス:岡昭宏

木下牧子 白山市民の歌
ベートーヴェン 交響曲第9番ニ短調op.125「合唱付」
佐藤眞 大地讃頌
草川信（三善晃） 夕焼け小焼け
高野辰之 ふるさと

2020/3/1 カレッジコンサート

（新型コロナウイルス感染拡大により中止）
2020/3/23 東京定期公演
2020/3/27 オーケストラの日2020
2020/3/29 キッズコンサート

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

2019/4/22 角田鋼亮常任指揮者
就任記念コンサート

愛知県芸術劇場
コンサートホール 角田鋼亮 Bar/宮本益光

モーリッツ・
モシュコフスキ 世界中の国々から、6つの性格的小品 op.23

加藤昌則 刻の里標石 Ⅱ．Infant Joy、Ⅳ．うたっていて
あげよう、Ⅴ．Verklarter Herbst　ほか

ラフマニノフ 交響曲第2番ホ短調op.27

2019/7/30 コンチェルトシリーズNo.42
コンチェルトの夕べ

愛知県芸術劇場
コンサートホール 角田鋼亮

ピアノ:寺本みなみ　
布施早友里　
池田真由子　
飯田真未

ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ長調 op. 15
ドビュッシー ピアノと管弦楽のための幻想曲
シューマン ピアノ協奏曲イ短調 op. 54
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番ハ長調 op. 18

2019/8/6 コンチェルトシリーズNo.43
コンチェルトの夕べ

愛知県芸術劇場
コンサートホール 角田鋼亮

ピアノ:志村宰　
清水愛理　　　
中島舞

ブラームス ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 op. 83
ラヴェル ピアノ協奏曲ト長調
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 op. 73『皇帝』

2019/12/5 ハイドンのロンドン精神
Vol.1

電気文化会館　　
ザ・コンサートホール 角田鋼亮

W.F.バッハ シンフォニアニ短調 Fk. 65
ハイドン ハイドン： 交響曲 第93番 ニ長調  Hob.I:93
C.P.E. バッハ シンフォニア第5番ロ短調 Wq. 182/5, H. 661
ハイドン 交響曲第94番ト長調 Hob.I:94『驚愕』

2019/4/17 第87回日本音楽コンクール
受賞記念演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

指揮/
松尾葉子

ヴァイオリン/荒井里桜
クラリネット/中舘壮志
ソプラノ/森野美咲　
ピアノ/小井土文哉

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第１番ト短調op.26
モーツァルト クラリネット協奏曲イ長調 K.622
モーツァルト モテットK.165《踊れ、喜べ、幸いなる魂よ》他
ラヴェル ピアノ協奏曲ト長調

2019/5/25 第9回稲沢特別演奏会　
名曲コンサート2019

名古屋文理大学
文化フォーラム 
中ホール

指揮/
濵津清仁　

バレエ/
中西バレエスクール

プロコフィエフ 音楽物語「ピーターと狼」

サン＝サーンス 組曲「動物の謝肉祭」

2019/9/1
セントラル愛知交響楽団 × 半田市　
はんだ親子で歌う喜びのうた
＆オーケストラでダンス

半田市福祉文化会館
（雁宿ホール）
大ホール

指揮/
稲垣雅之　

ソプラノ/東えり
アルト/田中祐衣
テノール/永井秀司
バス/東裕二　
合唱/「はんだ親子で歌う
喜びのうた2019」合唱団
ダンス/田畑真希

（ダンス･振付）、
カスヤマリコ、中村理、
市民ダンサーズ

ベートーヴェン 交響曲第9番ニ短調op.125「合唱付」より
喜びのうた　他

2019/11/9
金城学院大学・セントラル
愛知交響楽団　
ガラコンサート2019

三井住友海上
しらかわホール

指揮/
小森康弘

金城学院大学 文学部 
音楽芸術学科生

ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番 第3楽章
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番 第3楽章
メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」より ”聞け、イスラエルよ”　他

2019/12/18 市民合唱団による
「悠久の第九」

愛知県芸術劇場
コンサートホール

指揮/
角田鋼亮

ピアノ/伊藤香紀
ソプラノ/大須賀園枝
メゾ・ソプラノ/相可佐代子
テノール/城宏憲
バリトン/能勢健司

シューマン ピアノ協奏曲イ短調op.54

ベートーヴェン 交響曲第9番ニ短調op.125「合唱付」

2020/3/24・25
令和元年度なごや子どもの
ための巡回劇場
ハローオーケストラ（中止）

昭和文化小劇場・
千種文化小劇場

指揮/
高井優希 歌と司会/加藤恵利子

ヴィヴァルディ 「四季」より春（第1楽章）
ビゼー 歌劇「カルメン」組曲よりトレアドール
ヨハン・シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ　他

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

2019/5/7 令和元年度 名古屋市内
音楽鑑賞教室①

名古屋市立 
宝小学校　体育館 吉田行地 橋本千波（ソプラノ）

J.シュトラウスⅡ世 芸術家のカドリーユ　op.201
J.シュトラウスⅡ世 喜歌劇「こうもり」～序曲
J.シュトラウスⅡ世 喜歌劇「こうもり」～侯爵様、あなたのようなお方は
ブラームス ハンガリー舞曲第5番　ほか
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2019/5/11 豊田市コンサートホール・
シリーズVol.7 豊田市コンサートホール 竹本泰蔵

植村太郎（ヴァイオリン）
徳岡めぐみ（オルガン）
小堀勝啓（司会）

マンシーニ（川上肇） 映画「ティファニーで朝食を」～ムーン・リヴァー
モリコーネ（川上肇） 映画「ニュー・シネマ・パラダイス 」
モリコーネ

（ロングフィールド） 映画「ミッション」～ガブリエルのオーボエ

オルトラーニ
（ハイマン） 映画「世界残酷物語」～モア　ほか

2019/5/15 令和元年度 名古屋市内
音楽鑑賞教室②

名古屋市立 
比良西小学校　
体育館

5/7と同じ 5/7と同じ 5/7と同じ 5/7と同じ

2019/8/6
（2回公演）

令和元年度 なごや
子どものための巡回劇場

「名フィルがやってきた！」①②
名東区役所 講堂 中井章徳

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲～スイス軍の行進
（カジノユキ） オーケストラで聴く日本の名曲「春夏秋冬」
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲～フレンチ・カンカン
ブラームス ハンガリー舞曲第5番　ほか

2019/8/7
（2回公演）

令和元年度 なごや
子どものための巡回劇場

「名フィルがやってきた！」①②
守山文化小劇場 同 上 同 上 同 上

2019/8/27 平日午後のオーケストラ
Vol.4

愛知県芸術劇場　
コンサートホール 円光寺雅彦 青木尚佳（ヴァイオリン）

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲　第1番　ト短調　op.26
ブラームス 交響曲　第1番　ハ短調　op.68

2019/9/16 しらかわシリーズVol.33 しらかわホール 鈴木秀美 中江早希（ソプラノ）

モーツァルト 交響曲　第31番　ニ長調　K.297（300a）　「パリ」

モーツァルト コンサート・アリア
「私のうるわしい恋人よ、さようなら」　K.528

モーツァルト コンサート・アリア「いいえ、あなたにはできませぬ」　K.419
モーツァルト 交響曲　第41番　ハ長調　K.551　「ジュピター」

2019/9/17
（追加）

令和元年度 名古屋市内
音楽鑑賞教室③

名古屋市立 
杉村小学校　
体育館

5/7と同じ 5/7と同じ 5/7と同じ 5/7と同じ

2019/9/21 名フィル・ウインド・
オーケストラ2019

日本特殊陶業市民会館
フォレストホール 大井剛史 宮本弦（トランペット）

酒井格 たなばた（The Seventh Night of July）
酒井健治 青のアンティフォナ
酒井格 ドデカフォニック・ファンファーレ
酒井健治 デチューン（2楽団による共同委嘱新作）　ほか

2019/10/2
（追加）
（2回公演）

令和元年度 名古屋市内音
楽鑑賞教室④⑤

名古屋市立 
船方小学校　体育館 5/7と同じ 5/7と同じ 5/7と同じ 5/7と同じ

2020/10/20
（追加）

トヨタ産業技術記念館
ミュージアムコンサート トヨタ産業技術記念館 松村秀明

千住明 ドラマ「LEADERS リーダーズ」～メインテーマ

ハイドン セレナード
（弦楽四重奏曲　第17番　ヘ長調　op.3-5～第2楽章）

ハイドン 交響曲　第94番　ト長調　Hob.I:94「驚愕」
～第2楽章

アンダーソン 馬と馬車　ほか

2019/11/19 東京特別公演 東京オペラシティ
コンサートホール 小泉和裕 オーガスティン・ハーデリッヒ

（ヴァイオリン）
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

2019/11/25
（2回公演）

「夢いっぱいの特等席」
福祉コンサート
名古屋公演①②

名古屋国際会議場
センチュリーホール 阿部未来

黒坂黒太郎（コカリナ）
あいちコカリナアンサンブル

（コカリナ）

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲～スイス軍の行進
J.シュトラウスⅡ世 ポルカ「雷鳴と稲妻」　op.324
ビゼー 歌劇「カルメン」組曲～間奏曲
アンダーソン フィドル・ファドル　ほか

2019/11/26
「夢いっぱいの特等席」
福祉コンサート
東三河公演

ライフポートとよはし
コンサートホール 同 上 同 上 同 上

2019/11/27
「夢いっぱいの特等席」
福祉コンサート
刈谷公演

刈谷市総合文化センター
大ホール 同 上 同 上 同 上

2019/12/13
2019/12/14 第九演奏会 愛知県芸術劇場 

コンサートホール 小泉和裕

安井陽子（ソプラノ）
金子美香（メゾ・ソプラノ）
福井敬（テノール）
妻屋秀和（バス）
愛知県合唱連盟（合唱）

ベートーヴェン 交響曲　第9番　ニ短調　「合唱付」　op.125

2019/12/17 クリスマス・スペシャル・
コンサート2019

愛知県芸術劇場
コンサートホール 大井剛史 すぎやまこういち（ゲスト） すぎやまこういち 交響組曲『ドラゴンクエストIII』そして伝説へ…

2020/1/9 しらかわシリーズVol.34 三井住友海上
しらかわホール

ハンスイェル
ク・シェレン
ベルガー

ハンスイェルク・シェレン
ベルガー（オーボエ）

R.シュトラウス 歌劇「カプリッチョ」　op.85～弦楽六重奏曲
R.シュトラウス オーボエ協奏曲　ニ長調

R.シュトラウス 管楽器のためのソナチネ　第2番　変ホ長調　
「楽しい仕事場」

2020/2/1 豊田市コンサートホール・
シリーズVol.8 豊田市コンサートホール 大植英次

有希・マヌエラ・ヤンケ
（ヴァイオリン）
豊田市ジュニア・オーケストラ

（管弦楽共演）

J.シュトラウスⅡ世 喜歌劇「こうもり」序曲
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」

2020/2/27
愛知県立芸術大学×
名古屋フィルハーモニー交響楽団 
スペシャル・ジョイント・コンサート

（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）2020/3/4 平日午後のオーケストラVol.5

2020/3/24 名古屋フィルハーモニー交響楽団 
東京ドリームコンサート
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京都市交響楽団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲／編曲 曲名

2019/4/7 京都市交響楽団スプリング・
コンサート 京都コンサートホール 下野竜也

豊嶋 泰嗣 （ヴァイオリン）
上村昇 （チェロ）
上野真 （ピアノ）
ハラルド・ナエス ＆
西馬 健史 （トランペット）

ヴィヴァルディ 2つのトランペットのための協奏曲ハ長調

ベートーヴェン ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための三重協奏曲

ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調「新世界より」

2019/6/13 京響友の会コンサート 京都コンサートホール
広上淳一, 
高関健, 
下野竜也

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」
ドヴォルザーク 交響曲第7番第1楽章
ドヴォルザーク 交響曲第8番第1楽章
ドヴォルザーク 交響曲第9番第1楽章

2019/6/16 京都市交響楽団オーケストラ・
ディスカバリー2019第1回 京都コンサートホール 下野竜也 泉原隆志（ヴァイオリン）、

桑山彩子（オルガン）

バッハ（ストコフスキー／
下野竜也（補編） 小フーガト短調

ヴィヴァルディ 「四季」から「冬」第2楽章
モーツァルト 交響曲第29番第1楽章
ベートーヴェン 交響曲第5番第3楽章＆第4楽章　ほか

2019/6/23 京都市交響楽団 東京公演 サントリーホール 広上淳一 五嶋龍（ヴァイオリン）
ブラームス 悲劇的序曲op.81
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

2019/7/7 京都市交響楽団 
大阪特別公演 ザ・シンフォニーホール 広上淳一

ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」
ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
ヴェルディ 歌劇「仮面舞踏会」前奏曲
レスピーギ 交響詩「ローマの松」

2019/7/31
京都市交響楽団みんなの
コンサート～みんなで聴こう！
オーケストラ

京都市右京ふれあい
文化会館 阿部未来

オッフェンバック 「天国と地獄」序曲から「カンカン」
シベリウス 「カレリア」組曲から「行進曲風に」　
レオポルド・モーツァルト おもちゃの交響曲　第1楽章
ヨハン・シュトラウス ポルカ「雷鳴と電光」　ほか

2019/8/1
京都市交響楽団みんなの
コンサート～みんなで聴こう！
オーケストラ

京都市東部文化会館 同 上 同 上 同 上

2019/8/3
京都市交響楽団みんなの
コンサート～ワクワク！
ストーリーとオーケストラ

京都市呉竹文化センター 垣内悠希

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」からスワニルダのワルツ
ビゼー 「アルルの女」第2組曲からメヌエット
スメタナ 交響詩「モルダウ」　ほか

2019/8/4
京都市交響楽団みんなの
コンサート～ワクワク！
ストーリーとオーケストラ

京都市北文化会館 同 上 同 上 同 上

2019/8/10
京都市交響楽団みんなの
コンサート～心躍る！ダンスと
オーケストラ

京都市西文化会館
ウエスティ 広上淳一

アンダーソン 舞踏会の美女
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」からスペインの踊り
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」からナポリの踊り
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」からハンガリーの踊り

2019/8/11
京都市交響楽団みんなの
コンサート～心躍る！ダンスと
オーケストラ

京都市右京ふれあい
文化会館 同 上 同 上 同 上

2019/9/1 京都市交響楽団オーケストラ・
ディスカバリー2019第2回 京都コンサートホール 高関健 松田理奈（ヴァイオリン）

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
モーツァルト 交響曲第40番第1楽章
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲第1楽章
チャイコフスキー バレエ組曲「眠れる森の美女」からワルツ
リヒャルト・シュトラウス 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」

2019/11/4 京都市交響楽団オーケストラ・
ディスカバリー2019第3回 京都コンサートホール 宮川彬良

バリー・グレイ
（宮川彬良） サウンドトラック　～サンダーバード

ハワード・グリーン
フィールド & 
ジャック・ケラー

（宮川彬良）
奥さまは魔女

ヨハン・シュトラウス
（宮川彬良） ワルツ「美しく青きドナウ」

ブラームス
（シュメリング） ハンガリー舞曲第5番　ほか

2019/11/24 京都市交響楽団 第10回
名古屋公演

愛知県芸術劇場
コンサートホール 広上淳一

ケイト・ロイヤル（ソプラノ）
アリョーナ・アブラモヴァ（メゾソプラノ）
オリヴァー・ジョンストン（テノール）
ミラン・シリアノフ（バリトン）
スウェーデン放送合唱団

フォーレ レクイエム　op.48

モーツァルト レクイエム　K.626

2019/12/1 京響プレミアム京都公演 京都コンサートホール 岩村力
大島こうすけ（ピアノ）、
西川貴教（ヴォーカル）、
Beverly（ヴォーカル）

大島こうすけ Life～永遠の夢人～

2019/12/3
2019/12/4 京響プレミアム埼玉公演 大宮ソニックシティ

ホール 岩村力
大島こうすけ（ピアノ）、           
西川貴教（ヴォーカル）、
Beverly（ヴォーカル）

大島こうすけ Life～永遠の夢人～

2019/12/27
2019/12/28

京都市交響楽団特別演奏会  
「第九コンサート」 京都コンサートホール ユベール・

スダーン

吉田珠代（Ｓ）、
八木寿子（Ａ）、
清水徹太郎（Ｔ）、       
近藤圭（Ｂｒ）、
京響コーラス

メンデルスゾーン 序曲「静かな海と楽しい航海」

ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱付」
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2020/1/12 京都市交響楽団
ニューイヤーコンサート 京都コンサートホール クレメンス・

シュルト 岡田奏（ピアノ）
シューマン 歌劇「ゲノヴェーヴァ」序曲
シューマン ピアノ協奏曲イ短調
シューマン 交響曲第3番「ライン」

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

2019/5/18 第１０６回名曲コンサート①② ザ・シンフォニーホール 佐藤俊太郎 ジャン・チャクムル
（ピアノ）

モーツァルト ピアノ協奏曲 第２１番 ハ長調 K.467

メンデルスゾーン 劇音楽「夏の夜の夢」op.61より序曲、スケルツォ、
間奏曲、ノクターン、結婚行進曲

2019/7/10 第３４回いずみホール
定期演奏会 いずみホール 豊嶋泰嗣

豊嶋泰嗣（ヴァイオリ
ン）・　林 七奈（ヴァイ
オリン）

モーツァルト ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ
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
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「四季」 op.8-1~4

2019/7/30
（2回公演）

０歳児からの光と映像で
楽しむオーケストラ　　
Vol.15①②

ザ・シンフォニーホール 太田 弦 新井宗平（歌のお兄さん）、
山本かずみ（歌のお姉さん）

なかむら たかし でかけよう、オーケストラと一緒にピクニックへ
“童謡唱歌を使った楽器紹介メドレー”

ラヴェル 「マ・メール・ロワ」組曲より
J.ウィリアムズ 映画「ハリー・ポッター」交響組曲
ほか ほか

2019/8/31
（2回公演） 第１０７回名曲コンサート①② ザ・シンフォニーホール 外山雄三 津田裕也（ピアノ）

リスト ハンガリー狂詩曲 第２番 ハ短調
ドヴォルザーク スラヴ狂詩曲 第３番 変イ長調 op.45-3
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 op.43
外山雄三 沖縄民謡によるラプソディー
エネスク ルーマニア狂詩曲 第１番 イ長調 op.11
シャブリエ 狂詩曲「スペイン」

2019/10/2
（2回公演）

第３５回いずみホール
定期演奏会①② いずみホール 熊倉 優 鈴木玲奈（ソプラノ）

モーツァルト 交響曲 第１番 変ホ長調 K.16
モーツァルト 演奏会用アリア「神よ、あなたにお伝えできれば」K.418
モーツァルト 歌劇「劇場支配人」序曲

モーツァルト 演奏会用アリア「わがいとしの希望よ
～ああ、わかってくれないだろう」K.416

モーツァルト 交響曲 第３８番 ニ長調  K.504「プラハ」

2019/11/2
（2回公演） 第１０８回名曲コンサート①② ザ・シンフォニーホール 柴田真郁 キム・ヒョンジュン（ピアノ）

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op.16
チャイコフスキー 交響曲 第４番 ヘ短調 op.36

2019/12/24
（2回公演）

０歳児からの光と映像で
楽しむオーケストラ　　
Vol.16①②

ザ・シンフォニーホール 鈴木恵里奈
新井宗平（歌のお兄さん）、
山本かずみ（歌のお姉さん）、
荒瀬結記子（バレエ）、
下川三和子（バレエ）

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」より
小林亜星 あわてんぼうのサンタクロース
ジョン・
フレデリック・コーツ サンタが街にやってきた

2019/12/27 特別演奏会「感動の第九」 ザ・シンフォニーホール 太田 弦

池田洋子（ピアノ）、
四方典子（ソプラノ）、
糀谷栄里子（アルト）、
二塚直紀（テノール）、
萩原寛明（バリトン）、
はばたけ堺！合唱団（合唱）、
大阪交響楽団 感動の第九 
特別合唱団2019（合唱）

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９番 ニ短調 op.125 「合唱付き」

2020/1/12
（2回公演） 第１０９回名曲コンサート①② ザ・シンフォニーホール 大井 剛史 阪田知樹（ピアノ）

ブラームス ハンガリー舞曲 第1番 ト短調
ブラームス ハンガリー舞曲 第3番 ヘ長調
ブラームス ハンガリー舞曲 第10番 ヘ長調
リスト ピアノ協奏曲 第１番 変ホ長調
ベートーヴェン 交響曲 第７番 イ長調 op.92

2020/2/1
（2回公演） 第１１０回名曲コンサート①② ザ・シンフォニーホール 太田 弦 ジャスミン・チェイ（フルート）

ベートーヴェン 序曲「コリオラン」op.62
メンデルスゾーン／
ジャスミン・チェイ ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64（フルート編曲版）

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」

2020/3/4
（2回公演）

第３６回いずみホール
定期演奏会①② いずみホール 外山 雄三 児玉麻里（ピアノ）

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第４番 ト長調 op.58
ブラームス 交響曲 第４番 ホ短調 op.98

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

2019/5/5 ドラゴンクエスト・コンサート びわ湖ホール 角田鋼亮 すぎやまこういち（お話） すぎやまこういち ロトのテーマ

2019/5/11 ブラームス・チクルスⅠ ザ・シンフォニーホール 尾高忠明
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 埋葬の歌 op.13
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 op.68

2019/5/28 ソワレ・シンフォニー Vol.13 ザ・シンフォニーホール 角田鋼亮 田部京子（Pf）
ロッシーニ 歌劇「チェネレントラ」序曲
モーツァルト ピアノ協奏曲　第21番　ハ長調　K.267
ベートーヴェン 交響曲　第7番　イ長調　op.92
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2019/6/12 マチネ・シンフォニー Vol.21 ザ・シンフォニーホール 大友直人

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界より」
マックス・スタイナー 「風と共に去りぬ」より “タラのテーマ”
レナード・ローゼンマン 「エデンの東」テーマ
ヘンリー・マンシーニ 「ティファニーで朝食を」より “ムーンリバー”　ほか

2019/7/26 神戸特別演奏会 神戸国際会館
こくさいホール 大友直人 中川英二郎（Tb）

スメタナ 交響詩「モルダウ」
ナサニエル・
シルクレット トロンボーン協奏曲

ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 op.88

2019/8/3 
2019/8/4

親子のための
オーケストラ体験教室

大阪フィルハーモニー会館
メインホール 船橋洋介

チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」より“ポロネーズ”
ヨハン・シュトラウス1世 ラデツキー行進曲
ベートーヴェン 交響曲　第5番　ハ短調 「運命」 第1楽章より
ビゼー 歌劇「カルメン」第1幕への前奏曲より　ほか

2019/8/10 ３大交響曲の夕べ フェスティバルホール 小林研一郎
シューベルト 交響曲　第7番　ロ短調 「未完成」
ベートーヴェン 交響曲　第5番　ハ短調 「運命」
ドヴォルザーク 交響曲　第9番　ホ短調 「新世界より」

2019/9/4 ブラームス・チクルスIII ザ・シンフォニーホール 尾高忠明
ブラームス 悲劇的序曲　op.81
ブラームス 哀悼の歌　op.82
ブラームス 交響曲　第3番　ヘ長調　op.90

2019/10/2 ブラームス・チクルスⅡ ザ・シンフォニーホール 尾高忠明 清水華澄（A）
ブラームス アルト・ラプソディー　op.53
ブラームス 運命の歌　op.54
ブラームス 交響曲　第2番　二長調　op.73

2019/10/6 京都特別演奏会 京都コンサートホール 尾高忠明 エマニュエル・パユ（Fl）
モーツァルト フルート協奏曲　第2番　二長調　K.314
尾高尚忠 フルート協奏曲　op.30b
チャイコフスキー 交響曲　第5番　ホ短調　op.64

2019/10/18 ソワレ・シンフォニー Vol.14 ザ・シンフォニーホール 大友直人 服部百音（Vn）

エルガー 弦楽セレナード　ホ短調　op.20
シベリウス ヴァイオリン協奏曲　二短調　op.47
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」より“ワルツ”
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」より“パノラマ”　ほか

2019/10/30 マチネ・シンフォニー Vol.22 ザ・シンフォニーホール 大植英次 秦 茂子（S）

ラヴェル 道化師の朝の歌
ラヴェル シェエラザード
ラヴェル ボレロ
ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」

2019/11/20 ブラームス・チクルスⅣ ザ・シンフォニーホール 尾高忠明
ブラームス 大学祝典序曲
ブラームス 運命の女神の歌
ブラームス 交響曲　第4番　ホ短調

2019/12/29
2019/12/30 第9シンフォニーの夕べ フェスティバルホール 尾高忠明

森谷真理（S）
清水華澄（A）
福井 敬（T）
甲斐栄次郎（B）

ベートーヴェン 交響曲　第9番　ニ短調　op.125「合唱付」

2020/1/11 第89回新春名曲コンサート フェスティバルホール 円光寺雅彦
郷家暁子（Ms）
福井 敬（T）
須藤慎吾（B）

ヨハン・シュトラウスⅡ ワルツ「春の声」
ヨハン・シュトラウスⅡ ポルカ「雷鳴と稲妻」
ヨハン・シュトラウス ポルカ・シュネル「憂いもなく」
ヨハン・シュトラウスⅡ ピチカート・ポルカ　ほか

2020/1/21 第52回東京定期演奏会 サントリーホール 尾高忠明 スティーヴン・
イッサーリス（Vc）

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）

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

2019/4/13 アプラたかいし特別演奏会
“名曲アワー” アプラたかいし 藤岡 幸夫

ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」
バリー・グレイ

（川上肇） 映画「サンダーバード」テーマ

ジョン・ウイリアムズ 「ハリー・ポッターと賢者の石」より”ヘドウィグのテーマ”
マックス・ スタイナー 「風と共に去りぬ」より”タラのテーマ”　ほか

2019/5/22 大阪市中央公会堂特別演奏会
プレミアム 大阪市中央公会堂 オーギュスタン・

デュメイ
Fl:椎名 朋美　
Cl:梅本 貴子

モーツァルト モーツァルト:フルート協奏曲第2番 ニ長調 K. 314
モーツァルト クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
ベートーヴェン 交響曲 第8番 ヘ長調 op.93

2019/6/8
びわ湖ホール特別演奏会 
エンター・ザ・ミュージック
スペシャルコンサート

滋賀県立芸術劇場
びわ湖ホール大ホール 藤岡 幸夫 T:錦織 健

アンダーソン 舞踏会の美女
モーツァルト 『後宮からの逃走』より「ここで君に会えるのか」
ロッシーニ 『セヴィリアの理髪師』より「空は微笑み」
マスカーニ 『カヴァレリア・ルスティカーナ』間奏曲　ほか

2019/8/10 Meet the Classic Vol.39 いずみホール 藤岡 幸夫 マリンバ：大森 香奈

アンダーソン 舞踏会の美女
エマニュエル・
セジョルネ マリンバ協奏曲

ブラームス 交響曲 第２番 ニ長調 op.73
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2019/8/25 第9回城陽定期演奏会 文化パルク城陽
プラムホール 藤岡 幸夫 Pf:清塚 信也

リチャード・
アディンセル ワルソー・コンチェルト

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7番 イ長調 op.92

2019/9/21 デュメイ&関西フィル
兵庫特別演奏会

兵庫県立
芸術文化センター
KOBELCO大ホール 

オーギュスタン・
デュメイ

Vn:オーギュスタン・
デュメイ

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界より」
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 ロンドト長調（セレナーデ 第7番 ニ長調 K.250 
「ハフナー」第4楽章）

エンニオ・モリコーネ ニュー・シネマ・パラダイス《愛のテーマ》　ほか

2019/11/2  いずみホールシリーズ
Vol.46 いずみホール ヴァハン・

マルディロシアン
Pf:ヴァハン・
マルディロシアン

グリーグ ホルベルク組曲 op.40
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op.16
シベリウス エン・サガ op.9
シベリウス タピオラ op.112

2019/11/21 デュメイ&関西フィル、
オータム・スペシャルコンサート ザ・フェニックスホール －

Vn:オーギュスタン・デュメイ、
ギオルギ・バブアゼ
Va:中島 悦子
Vc:ルドヴィート・カンタ
Pf:上田 晴子

シューマン 3つのロマンス op.94
ブラームス ヴァイオリン・ソナタ 第2番 イ長調 op. 100

ブラームス ピアノ五重奏曲 ヘ短調 op. 34

2019/12/14 第九特別演奏会 ザ・シンフォニーホール 村上 寿昭
ソプラノ：並河 寿美
メゾ・ソプラノ：成田 伊美
テノール：糸賀 修平
バリトン：西尾 岳史

ベートーヴェン 序曲「命名祝日」 op. 115

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op. 125 「合唱付き」

2020/1/18 Meet the Classic Vol.40 いずみホール 藤岡 幸夫 箏:遠藤 千晶尺八:藤
原 道山

アンダーソン 舞踏会の美女
千住 明 月光－尺八、十三弦とオーケストラの為の－
大島 ミチル 箏と尺八のための協奏曲－無限の扉－
ヨゼフ・シュトラウス ワルツ「天体の音楽」　ほか

2020/2/11 バレンタイン・コンサート いずみホール 藤岡 幸夫 Pf:小川 理子　Tp:白
水 大介

リチャード・ロジャース
（竹下清志） マイ・ファニー・バレンタイン

グレン・ミラー
（川上肇） ムーンライト・セレナーデ

フンメル トランペット協奏曲 ホ長調
林そよか ピアノ協奏曲第1番 “Cosmos High”　ほか

2020/3/14 大阪市中央公会堂特別演奏会 （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

2019/5/24 いずみ定期演奏会　No.41 
ハイドンマラソン いずみホール 飯森範親 フルート：永江 真由子

ハイドン 交響曲　第23番　 ト長調 Hob.I:23
ジョリヴェ リノスの歌
ハイドン 交響曲 第20番 ハ長調 Hob.I:20
ハイドン 交響曲 第85番 変ロ長調 「王妃」 Hob.I:85

2019/6/8 センチュリー豊中
名曲シリーズ Vol.10

豊中市立文化芸術センター
大ホール  

ヤーノシュ・
コヴァーチュ

ブラームス 悲劇的序曲 op. 81
シューベルト 交響曲第8番 ロ短調 「未完成」 D. 759
チャイコフスキー 交響曲第6番 ロ短調 「悲愴」 op. 74

2019/6/25
2019/6/28 Touch the Orchestra センチュリーオーケス

トラハウス 太田 雅音

ビゼー 歌劇「カルメン」 - 第1幕 前奏曲
チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲 op. 71
ドヴォルザーク 交響曲第9番 ホ短調 「新世界より」 op. 95 ４楽章
ブラームス ハンガリー舞曲 第6番 変ニ長調　ほか

2019/7/7 びわ湖定期公演 Vol.12 びわ湖ホール 大ホール 垣内 悠希 ヴァイオリン：辻 彩奈
シベリウス 交響詩「フィンランディア」 op. 26
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

2019/8/4

日本センチュリー交響楽団×
ザ・シンフォニーホール Vol.5
"1830" －3つの1830年、                                     
激動の時代を生き抜いた
名曲たち－

ザ・シンフォニーホール 飯森範親 ピアノ:清水和音

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 op. 26
ショパン ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 op. 11

ベルリオーズ 幻想交響曲 op. 14

2019/8/9 いずみ定期演奏会　No.42 
ハイドンマラソン いずみホール 飯森範親 フォルテピアノ：

上原 彩子

ハイドン 交響曲第10番 ニ長調 Hob.I:10
モーツァルト ピアノ協奏曲第19番 ヘ長調 K. 459
ハイドン 交響曲第4番 ニ長調 Hob.I:4
ハイドン 交響曲第89番 ヘ長調 Hob.I:89

2019/8/24 星空ファミリーコンサート
2019 服部緑地野外音楽堂 横山奏

ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 op. 9
ジョン・ウイリアムズ スターウォーズ組曲
レオ・ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」 ワルツ
レオ・ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」 マズルカ　ほか

2019/9/21 センチュリー豊中
名曲シリーズ Vol.11

豊中市立文化芸術
センター 大ホール  鈴木 秀美 ヴァイオリン：

荒井 英治

ハイドン 交響曲第87番 イ長調 Hob.I:87
シャーマン兄弟 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調  WoO 23
ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 「運命」 op. 67

2019/9/29 三重特別演奏会 三重県総合文化センター
大ホール 飯森 範親

ヴェルディ 歌劇「運命の力」 - 序曲
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 - 間奏曲
レスピーギ 組曲「シバの女王ベルキス」 P. 177
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」 - 序曲　ほか
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2019/11/22 いずみ定期演奏会　No.43
ハイドンマラソン いずみホール 飯森範親 トランペット： 

ラインホルト・フリードリッヒ

ハイドン 交響曲第28番 イ長調 Hob.I:28
アレクサンドル・
アルチュニアン トランペット協奏曲

ハイドン 交響曲第51番 変ロ長調 Hob.I:51
ハイドン 交響曲第91番 変ホ長調 Hob.I:91

2020/1/17 いずみ定期演奏会　No.44
ハイドンマラソン いずみホール 飯森範親

ヴィオラ・ダ・ガンバ：
内藤 謙一
チェンバロ：パブロ・
エスカンデ

ハイドン 交響曲第64番 イ長調 「時の移ろい」 Hob.I:64
マラン・マレー ヴィオール曲集第5巻 - 組曲 ホ長調 - 膀胱結石手術図
ハイドン 交響曲第1番 ニ長調 Hob.I:1
ハイドン 交響曲第8番 ト長調 「晩」 Hob.I:8

2020/1/24
日本センチュリー交響楽団×
ザ・シンフォニーホール Vol.7
ドラゴンクエスト　
スペシャルコンサート

The Symphony hall 渡邊一正 すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストXI」
過ぎ去りし時を求めて

2020/2/4 特別支援学校コンサート 国際障害者交流センター
ビッグ・アイ 関谷 弘志

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」 - 第2幕 カンカン
ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 「運命」 op. 67 - 第1楽章
ビゼー 歌劇「カルメン」 - 第1幕 前奏曲
アラン・メンケン アラジン　メドレー　ほか

2020/2/22 センチュリー豊中
名曲シリーズ Vol.12

豊中市立文化芸術
センター 大ホール  園田 隆一郎 ピアノ：實川 風

グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 op. 16
ドヴォルザーク 交響曲第9番 ホ短調 「新世界より」 op. 95, B. 178
ロッシーニ 歌劇「セミラーミデ」 - 序曲

2020/3/28
センチュリー豊中
名曲シリーズ Vol.13

（無観客配信）
豊中市立文化芸術
センター 大ホール  飯森 範親

クラリネット：                            
磯部 周平・  
持丸 秀一郎

メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟」 op. 26
メンデルスゾーン 演奏会用小品 第1番 ヘ短調 op. 113
メンデルスゾーン 演奏会用小品 第2番 ニ短調 op. 114
ベートーヴェン 交響曲第7番 イ長調 op. 92

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

2019/4/6　
2019/4/7

レナード・バーンスタイン
生誕１００年　
佐渡裕　音楽の贈りもの　
～Ｗｅ　Ｌｏｖｅ　Ｌ．Ｂ．～

兵庫県立
芸術文化センター 
KOBELCO大ホール

佐渡裕
小林沙羅（ソプラノ）
清水華澄（メゾソプラノ）
大山大輔（バリトン）

バーンスタイン

I hate music!
プレリュード、フーガとリフ
オーケストラのためのディヴェルティメント
キャンディード序曲　ほか

2019/6/8 ユベール・スダーン　
モーツァルトの旅  ［第１０回］

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

四方典子（ソプラノ）
山田愛子（メゾソプラノ）
二塚直紀（テノール）
萩原寛明（バリトン）
田村響（ピアノ）

モーツアルト
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595

レクイエム K.626

2019/9/7 ＰＡＣシーズン・オープニング・
フェスティバル in 明石 明石市立市民会館 佐渡裕 ベートーヴェン 交響曲 第５番 ハ短調 op.67 「運命」

2019/11/16 ベートーヴェン＆モーツァルト 
２人の協奏曲 

兵庫県立
芸術文化センター 
KOBELCO大ホール

下野竜也 河村尚子（ピアノ）
菊池洋子（ピアノ）

モーツァルト 歌劇「イドメネオ」序曲
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 「プロメテウスの創造物」序曲　ハ長調
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73「皇帝」

モーツァルト ２台のピアノのための協奏曲 第10番 変ホ長調 
K.365より第1楽章　

2019/12/7 PAC meets OZONE
兵庫県立
芸術文化センター 
KOBELCO大ホール

熊倉優
ピアノ：小曽根真
ベース／中村 健吾
ドラムス／高橋 伸之介
指揮／熊倉 優

モーツァルト
（小曽根真） ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 K.271 「ジュノム」

小曽根真 パンドラ Pandora
小曽根真 Cave Walk
小曽根真 ノー・シエスタ No Siesta

（小曽根真即興演奏） Silent Night

2020/1/10 ＰＡＣチェンバー・オーケストラ 
with フォルクハルト・シュトイデ

兵庫県立
芸術文化センター　
神戸女学院小ホール

フォルクハルト・シュトイ
デ（ヴァイオリン）
山崎智子（ヴィオラ）

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 ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長
調 K.364（320d）

モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」

2020/1/31 
2020/2/1

佐渡裕音楽の贈りもの                                                                         
ベートーヴェン

「皇帝」&「英雄」

兵庫県立
芸術文化センター 
KOBELCO大ホール

佐渡裕 エフゲニ・ボジャノフ
（ピアノ）

ウェンゼルバーグ ヒロイック・ドリームスケープ・ファンタジー
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3番 変ホ長調 op.55「英雄」

2020/2/18 議場コンサート2020 兵庫県議会本会議場 岩村力

ベートーヴェン 交響曲 第５番 ハ短調 op.67 「運命」より 第１楽章
アンダーソン プリンク・プランク・プランク
チャイコフスキー

（グラズノフ） メロディ「なつかしい土地の思い出」op.42より第3曲

モーツァルト 歌劇『魔笛』序曲
岡野貞一 ふるさと

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

2019/4/21 第22回廿日市定期演奏会 ウッドワンさくらぴあ
大ホール 下野竜也 ピアノ：小林愛実

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
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5番ニ短調 op.47「革命」
メンデルスゾーン 交響曲第5番より第3楽章
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2019/5/12 音楽の花束
～広響名曲コンサート 春

広島国際会議場
フェニックスホール 汐澤安彦 Vn：髙木凛々子

ウェーバー 歌劇 ｢魔弾の射手｣ 序曲
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲ホ短調op.64
ドヴォルザーク 交響曲第7番ニ短調op.70
ブラームス

（アルバート・パーロウ） ハンガリー舞曲第6番

2019/5/17 ディスカバリー・シリーズ
Hosokawa×Beethoven

ＪＭＳアステール
プラザ大ホール 下野竜也 笙：宮田まゆみ

ベートーヴェン 歌劇 ｢フィデリオ｣ 序曲
細川俊夫 「雲と光」
ベートーヴェン 交響曲第1番ハ長調op.21
ベートーヴェン

（野本洋介） ピアノ・ソナタ第14番「月光」より第1楽章

2019/6/20 Music for Peace Concert 
in Hirohima

広島文化学園HBG
ホール

沖澤のどか
クシシュトフ・
ペンデレツキ

Vｎ：庄司紗矢香
ペンデレツキ 平和のための前奏曲
ペンデレツキ 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8番ヘ長調op.93

2019/7/21 第29回呉定期演奏会 呉信用金庫ホール
（呉市文化会館） 山下一史 Pf:外山啓介

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
チャイコフスキー 弦楽セレナーデハ長調～2mov

2019/7/28 第27回島根定期演奏会 島根県立芸術文化
センター グラントワ 現田茂夫 Pf:鐡百合奈

ベルリオーズ 序曲 ｢ローマの謝肉祭｣
シューベルト 交響曲第5番変ロ長調
サン=サーンス ピアノ協奏曲第2番ト短調op.22
ラヴェル ボレロ
ビゼー 「アルルの女」第2組曲よりメヌエット

2019/8/5 「平和の夕べ」コンサート 広島文化学園HBG
ホール

クリスティアン・
アルミンク

Vc:スティーヴン・
イッサリース

細川俊夫 リートⅤ チェロと弦楽オーケストラ、
打楽器、ハープのための

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」

（カザルス） 鳥の歌

2019/10/4 ディスカバリー・シリーズ
Hsokawa×Beethoven 2

ＪＭＳアステール
プラザ大ホール 下野竜也 Ｐｆ：児玉桃

ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲第2番

細川俊夫 「月夜の蓮」－モーツァルトへのオマージュ
 ピアノとオーケストラのための　

ベートーヴェン 交響曲第2番ニ短調op.36
ベートーヴェン

（野本洋介） ピアノ・ソナタ第14番「月光」より第1楽章

2019/11/4 音楽の花束
～広響名曲コンサート<秋> 

広島国際会議場
フェニックスホール 秋山和慶 Vn：金川真弓

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二長調 op.35
ドヴォルザーク 交響曲第8番ト長調 op.88
チャイコフスキー アンダンテ・カンタービレ

2019/12/5 ディスカバリー・シリーズ
HOSOKAWA×BEETHOVEN

JMSアステール
プラザ大ホール 下野竜也 Tp:ラインホルト・

フリードリヒ

ベートーヴェン ｢レオノーレ｣ 序曲第3番
細川俊夫 トランペット協奏曲 ｢霧の中で｣
ベートーヴェン 交響曲第3番「英雄」変ホ長調op.55
ベートーヴェン

（野本洋介） ピアノ・ソナタ第14番「月光」より第1楽章

2020/1/23 ファン感謝デー JMSアステール
プラザ大ホール 下野竜也

黛敏郎 スポーツ行進曲
ベートーヴェン 交響曲第6番～第1楽章1小節目から16小節目まで

サン=サーンス 交響曲第3番～第2楽章
427小節目から429小節目まで

ブルックナー 交響曲第1番～第3楽章1小節目から18節目まで　ほか

2020/1/30 ディスカバリー・シリーズ4 JMSアステール
プラザ大ホール 下野竜也 Va:ルオシャ・ファン

ベートーヴェン 「レオノーレ」序曲第1番
細川俊夫 旅Ⅵ～ヴィオラと弦楽のための
ベートーヴェン 交響曲第4番
ベートーヴェン

（野本洋介） ピアノソナタ「月光」～第1楽章

2020/2/2 音楽の花束名曲ｺﾝｻｰﾄ「冬」 広島国際会議場
フェニックスホール 飯守泰次郎

飯守泰次郎　
Vn：大江馨　
ナビゲーター：
假屋崎省吾

ウェーバー 歌劇 ｢オイリアンテ｣ 序曲
ブラームス ヴァイオリン協奏曲二長調 op.77
ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調op.95 ｢新世界より｣
ドヴォルザーク スラヴ舞曲第10番

2020/2/9 第26回福山定期演奏会 ふくやま芸術文化
ホールリーデンローズ 阪哲朗 Pf：田村響

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5番ハ短調op.67「運命」
バッハ G線上のアリア

2020/3/12
Music for Peace
ベートーヴェン生誕250周年
すみだ平和祈念音楽祭2020

すみだトリフォニー
ホール

クリスティアン・
アルミンク Pf:マルタ・アルゲリッチ

（新型コロナウイルス感染拡大により中止）

2020/3/24 ふるさとシンフォニー 呉市立蒲刈中学校体育館 下野竜也
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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

2019/4/13 天神でクラシック 
音楽プロムナード Vol.33 FFGホール 川瀬賢太郎 ヴァイオリン：中村太地

グリンカ 歌劇 ｢ルスランとリュドミラ｣  序曲
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
芥川也寸志 弦楽のための三楽章 ｢トリプティーク｣
ショスタコーヴィチ 交響曲 第9番 変ホ長調 op.70

2019/4/14 第66回
北九州定期演奏会 響ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/5/25 スペシャル・コンサート ＦＦＧホール コンサートマスター：
扇谷泰朋

ヴァイオリン：西本幸弘
ヴィオラ：細川泉

リヒャルト・シュトラウス 13管楽器のためのセレナード

モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 
変ホ長調 K.364
交響曲 第41番 ハ長調  ｢ジュピター｣  K. 551

2019/6/8 天神でクラシック 
音楽プロムナード Vol.34 ＦＦＧホール 鈴木優人

コントラバス：幣隆太朗
ヴァイオリン：扇谷泰朋、
大山佳織、齋藤羽奈子、
葉石真衣

ヴィヴァルディ ｢調和の霊感｣ op.3 第10番  4つのヴァイオリン
のための協奏曲 ロ短調  RV580

二ーノ・ロータ コントラバスと管弦楽のための協奏的ディヴェルティメント
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 ｢イタリア｣ op.90

2019/6/29 第17回　
名曲・午後のオーケストラ

アクロス福岡
シンフォニーホール 小泉和裕 ピアノ：広瀬悦子

スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」 序曲
リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 
ベルリオーズ 幻想交響曲 op.14

2019/8/7 三大交響曲の夕べ アクロス福岡
シンフォニーホール 下野竜也

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D759 「未完成」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 op.67 「運命」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界より」

2019/9/7 第18回　
名曲・午後のオーケストラ

アクロス福岡
シンフォニーホール 尾高忠明 チェロ：山崎伸子

ウォルトン 戴冠式行進曲 「王冠」
エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 op.85
ディーリアス

（トーマス・ビーチャム） 楽園への道（T.ビーチャム編曲）

グレース・ウィリアムズ 海のスケッチ

エルガー 行進曲集 ｢威風堂々｣ op.39 　第4番 ト長調、
第1番 ニ長調

2019/9/8 第67回　
北九州定期演奏会

北九州芸術劇場
大ホール 尾高忠明 ヴァイオリン：南紫音

ウォルトン 戴冠式行進曲 「王冠」
レイフ・ヴォーン・
ウィリアムズ 揚げひばり

エルガー 愛のあいさつ op.12
ディーリアス

（トーマス・ビーチャム） 楽園への道（T.ビーチャム編曲）

グレース・ウィリアムズ 海のスケッチ

エルガー 行進曲集 ｢威風堂々｣ op.39 　第4番 ト長調、
第1番 ニ長調

2019/9/27 天神でクラシック 
音楽プロムナード Vol.35 FFGホール 茂木大輔 進行：佐々木理恵

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄 （地獄のオルフェ）」序曲
古関裕而

（栗山和樹） オリンピック・マーチ

アンダーソン トランペット吹きの休日
ヨハン・シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ
ワルトトイフェル スケーターズ・ワルツ  （ワルツ ｢スケートをする人々｣ ）
オネゲル 交響的運動 第2番 ｢ラグビー｣
ショスタコーヴィチ バレエ組曲 ｢黄金時代｣ より  ポルカ、踊り

2019/11/9 第19回　
名曲・午後のオーケストラ

アクロス福岡
シンフォニーホール

ヴァハン・
マルディロシアン

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 イ短調 op.16

ペール・ギュント　第1組曲 op.46、第2組曲 op.55

2019/12/22 第九公演 （北九州） アルモニーサンク
北九州ソレイユホール 小泉和裕

ソプラノ：並河寿美
アルト：手嶋眞佐子
テノール：城宏憲
バリトン：加耒徹 
合唱：北九州市民フロ
イデコール　他
合唱指揮：楠本隆一

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」

2019/12/23 第九公演 （福岡） 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
アルト：手嶋眞佐子
テノール：城宏憲
バリトン：加耒徹
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、
多目的混成合唱団
Chor Solfa!、
コーロ・ピエーノ、
ちくしの混声合唱団、
福岡工業高等学校
グリークラブ　他
合唱指揮：横田諭

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」
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2020/1/4 ニューイヤーコンサート2020 
（北九州）

北九州芸術劇場
大ホール 篠崎史紀 ヴァイオリン：篠崎史紀

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
ベートーヴェン ヴァイオリンと管弦楽のための ロマンス 第2番 ヘ長調
ヨーゼフ・シュトラウス 鍛冶屋のポルカ、ワルツ ｢うわごと｣
ヨーゼフ・ランナー ワルツ ｢モーツァルト党｣、ワルツ ｢ロマンティックな人々｣

ヨハン・シュトラウスⅡ ポルカ ｢クラプフェンの森にて｣、ポルカ ｢狩り｣、
ワルツ「美しく青きドナウ」

2020/1/5 ニューイヤーコンサート2020 
（福岡）

アクロス福岡
シンフォニーホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2020/1/27
天神でクラシック 
音楽プロムナード Vol.36

〔続・・・モーツァルトを
あなたに Vol.13〕

FFGホール マティアス・
グランダー

クラリネット：マティアス・
グランダー
お話：奥田佳道

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K. 527 序曲
クラリネット協奏曲 イ長調  K. 622
交響曲 第39番 変ホ長調  K.543

2020/2/15 第20回　
名曲・午後のオーケストラ

アクロス福岡
シンフォニーホール 小林研一郎 ヴァイオリン：前橋汀子

ベートーヴェン 「エグモント」 op.84  序曲
サン＝サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ op.28
マスネ タイスの瞑想曲
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 op.36
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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

2019/8/29
青島広志＋千葉交響楽団
ファミリーコンサート
オ―ケストラで世界旅行

習志野文化ホール 青島広志 小野 勉（テノール）

久石 譲
（青島広志編） 「となりのトトロ」より“さんぽ”

J.S.バッハ 管弦楽組曲第３番より“アリア”
J.シュトラウスⅡ ポルカ「雷鳴と稲妻」
ビゼー 歌劇「カルメン」より“前奏曲”
ブラームス ハンガリー舞曲第５番
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」より“モルダウ”
グリーグ 「ペール・ギュント」より“朝”
ホルスト 組曲「惑星」より“木星”
カプア オー・ソレ・ミオ
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」より“情景”

バレエ音楽「くるみ割り人形」より“金平糖の踊り”
フォスター

（青島広志編） 草競馬

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」より“誰も寝てはならぬ”

2020/1/11 ニューイヤーコンサート2020 千葉県文化会館 山下一史 市原 愛（ソプラノ）

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」
J.シュトラウスⅡ ポルカ「花祭り」

ポルカ「百発百中」
ワルツ「春の声」
ポルカ「陽気なポルカ」

ローザス ワルツ「波涛を越えて」
フチーク 剣士の入場
ヨーゼフ・シュトラウス カドリーユ「体操選手」

ポルカ「障害物競走」
グノー 歌劇「ファウスト」より“宝石の歌”
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」より“ヴィリアの歌”
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「ジプシー男爵」より第２幕入場行進曲

ワルツ「美しき青きドナウ」

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

2019/4/19 新卒業生紹介演奏会 東京藝術大学奏楽堂 山下一史
神成大輝※

小野田健太（作曲）
神成大輝（指揮）
山田涼子（Ob）
京増修史（Pf）
大竹悠生（Sop）
栗原壱成（Vn）

小野田健太 Singable Love Ⅱ－feat.Magicicada
シベリウス 交響曲 第7番 ハ長調 op.105　※
マルティヌー オーボエと小オーケストラのための協奏曲
プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26
ヴェルディ 歌劇「エルナーニ」より ”エルナーニ！ 私を連れ去って”
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

2019/4/25 モーニング・コンサート
第1回 東京藝術大学奏楽堂 高関健 岩瀬麟之介（Tb）

葛原寛（Pf）
ベルト・アッペルモント カラーズ
ブラームス ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 op.15

2019/5/9 モーニング・コンサート
第2回 東京藝術大学奏楽堂 高関健 皆川直輝（Cb）

青島周平（Pf）
クーセヴィツキー コントラバス協奏曲
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第３番 ニ短調 op.30

2019/5/16 モーニング・コンサート
第3回 東京藝術大学奏楽堂 山下一史 冷水乃栄流（作曲）

山本大（Vc）
冷水乃栄流 Not Found for Orchestra
ショスタコーヴィチ チェロ協奏曲第２番 op.126

2019/5/23 モーニング・コンサート
第4回 東京藝術大学奏楽堂 迫昭嘉 蒙和雅（Sax）

大島理紗子（Vn）
グラズノフ アルトサクソフォンと弦楽オーケストラのための協奏曲
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47

2019/6/7 創造の杜2019 
藝大現代音楽の夕べ 東京藝術大学奏楽堂 ジョルト・ナジ

大石将紀（Sax）
藤原亜美（Pf）
向山佳絵子（Vc）

長谷川葵 O’clock ～在る兵隊さんのバラッド～
藤川大晃 for orchestra

野平一郎 「断続する叫び」サクソフォーンとピアノのための
二重協奏曲

間宮芳生 チェロ協奏曲

2019/6/13 モーニング・コンサート
第5回 東京藝術大学奏楽堂 ジョルト・ナジ 久保田和弥（B.Tb）

齋藤碧（Vn）
エワイゼン バストロンボーンのための協奏曲
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

2019/6/20 モーニング・コンサート
第6回 東京藝術大学奏楽堂 現田茂夫 林みのり（Cl）

東方理紗（Org）
ジャン・フランセ クラリネット協奏曲
ジョゼフ・ジョンゲン 協奏的交響曲 op.81

2019/6/27 モーニング・コンサート
第7回 東京藝術大学奏楽堂 澤和樹 室元拓人（作曲）

山中惇史（Pf）
室元 拓人 Sound Episome for Orchestra
ブラームス ピアノ協奏曲第１番 ニ短調 op.15

2019/7/4 モーニング・コンサート
第8回 東京藝術大学奏楽堂 広上淳一 小池優介（Bar）

秋山紗穂（Pf）
マーラー リュッケルトの詩による５つの歌曲
プロコフィエフ ピアノ協奏曲第2番 ト短調  op.16

準  会  員 
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2019/7/11 モーニング・コンサート
第9回 東京藝術大学奏楽堂 高関健 片倉旭（Bar）

飯塚健之介（Pf）
マーラー さすらう若人の歌
ブラームス ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 op.15

2019/7/18 モーニング・コンサート
第10回 東京藝術大学奏楽堂 山下一史 田野辺賢治（作曲）

角野未来（Pf）
田野辺賢治 Urbi et Orbi
プロコフィエフ ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 op.26

2019/9/5 モーニング・コンサート
第11回 東京藝術大学奏楽堂 梅田俊明 有吉佑仁郎（作曲）

吉本萌慧（Vn）
有吉佑仁郎 Merry Go Round/Orchestral Circuit
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

2019/10/5 藝大オペラ定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 佐藤宏充

山原 さくら（Sop）
上久保 沙耶（Mez）　
岸野 裕貴（Ten）
外崎 広弥（Bas）　　
髙橋 慶（Sop）
後藤 駿也（Bas）　　
　　　

モーツァルト コシ・ファン・トゥッテ

2019/10/6 藝大オペラ定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂 佐藤宏充

佐藤 初音（Sop）
石田 滉（Mez）
河野 大樹（Ten）
高橋 宏典（Bas）
荒木 里佳子（Sop）
西田 昂平（Bas）

モーツァルト コシ・ファン・トゥッテ

2019/11/8 合唱定期演奏会 東京藝術大学奏楽堂
黒岩英臣
阿部純

（合唱指揮）

櫻井 愛子、鈴木 美郷（Sop）
赤間 夏海、山下 未紗（Alt）
寺島 弘城、大平 倍大（Ten）
小池 優介（Bar）
片倉 旭、後藤 駿也（Bass）

メンデルスゾーン オラトリオ《エリヤ》op.70

2020/2/13 モーニング・コンサート
第12回 東京藝術大学奏楽堂 山下一史 五島知美（Sax）

鈴木優輔（Pf）
吉松隆 サイバーバード協奏曲
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18

2020/2/20 モーニング・コンサート
第13回 東京藝術大学奏楽堂 高関健 三村梨紗（Tp）

野口わかな（Vn）
トマジ トランペット協奏曲
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

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

2020/1/4 第20回初夢コンサート 大田区民ホール
アプリコ 松岡究

ソプラノ／オクサーナ・
ステパニュック
トランペット／関山幸弘

ブラームス ハンガリー舞曲第５番
ヨハン・シュトラウス 喜歌劇「こうもり」序曲
ヨハン・シュトラウス アンネンポルカ
ヨハン・シュトラウス 春の声　ほか

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

2019/5/3 クラシック・
ポップスコンサート

しずぎんホール
ユーフォニア 藤岡幸夫

早川正昭 バロック風「日本の四季」
アミルカレ・
ポンキエッリ 歌劇「ラ・ジョコンダ」から“時の踊り”

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
ドビュッシー 「ベルガマスク組曲」から第3曲“月の光”
ヴォルフ・フェラーリ 歌劇「マドンナの宝石」から“間奏曲”

2019/6/29 青少年名曲コンサート 静岡市民文化会館 和田一樹

スーザ 星条旗よ永遠なれ
アルフォード ボギー大佐
シベリウス 「カレリア組曲」から 行進曲
ベルリオーズ ラコッツィ行進曲　ほか

2019/11/29 静響ＰＯＰＳ！ 静岡市民文化会館 藤野浩一 May J.（ヴォーカル）

グレン・ミラー ムーンライト・セレナーデ
ジェリー・
ゴールドスミス 「スタートレック」メインテーマ

ドビュッシー 月の光
リー・ハーライン 星に願いを　ほか

2019/12/14 県民参加による「歓喜の歌」
第九コンサート

静岡市清水文化会館
マリナート

高関健,
 川勝平太

（静岡県知事）

生野やよい（ソプラノ）
竹本節子（メゾ･ソプラノ）
与儀巧（テノール）
加藤宏隆（バリトン）

ベートーヴェン 交響曲第７番 イ長調 op.92 第一楽章

ベートーヴェン 交響曲第９番 ニ短調 op.125「合唱付き」

2020/1/10 グランシップ＆静響
ニューイヤーコンサート グランシップ 服部譲二 吉野直子（ハープ）

シュポア ヴァイオリンとハープの為のコンチェルタント
ダマーズ コンチェルティーノ
ヨハン・シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」op.314

2020/1/19 新春富士ニューイヤーコンサート 富士市文化会館
ロゼシアター 篠﨑靖男 金子三勇士（ピアノ）

ヨハン・シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」op.314
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調「皇帝」op.73
ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」

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

2019/6/16 中部フィルハーモニー交響楽団
創立20周年プレコンサート

愛知県芸術劇場
コンサートホール 秋山和慶 Vn:前橋汀子

バッハ 管弦楽組曲第3番から「序曲」
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1番 ハ短調 op.68
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2019/9/14 春日井特別演奏会 春日井市民会館 渡辺俊幸

リチャード・ロジャース
（渡辺俊之） サウンドオブミュージックメドレー

モリコーネ
（渡辺俊之） ニューシネマパラダイス愛のテーマ

モーツァルト
（渡辺俊之） もしもモーツァルトがハリウッド映画音楽家だったら！

ジョン・ウイリアムズ ETフライングテーマ　ほか

2019/11/16 松阪特別演奏会 クラギ文化ホール 青島広志 小野勉

スッペ 軽騎兵序曲
モーツァルト

（青島広志） モーツァルトメドレー

カプア オーソレミオ
ヴェルディ アイーダより凱旋行進曲　ほか

2019/11/24 追加公演0歳からの家族で
楽しむクラシックコンサート 味岡市民センター Sop:大寺マリコ

スメタナ（高橋宏樹） モルダウ戦隊スメタナン
パッヘルベル トランペットヴォランタリー
民謡 アメイジンググレイス
フィルモア シャウティンライザトロンボーン　ほか

2020/1/5 ニューイヤーコンサート サラマンカホール 藤岡幸夫

ヨハン・シュトラウスⅡ こうもり序曲
新ピチカートポルカ
ハンガリー万歳 　

レスピーギ 交響詩「ローマの松」　ほか

2020/1/17 サンクスコンサート 小牧市市民会館

シューマン ウィーンはいつもウィーン
エヴァルド 金管五重奏第1番より第2，3楽章
ドヴォルザーク セレナーデ1，3楽章
ブラームス ハンガリー舞曲第5番　ほか

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

2019/5/5  京フィルはじめての
クラシックシリーズＶＯＬ.22

京都コンサートホール
小ホール 齊藤一郎         うた：よものりこ

チャイコフスキー
（前田 恵実） バレエ「眠れる森の美女」より“ワルツ”

モーツァルト
（金澤 恭典） オペラ「魔笛」より“夜の女王のアリア”

ラヴェル（松園洋二）「マ・メール・ロワ」（語り付き）
マーク・シャイマン

（山下憲治） メリー・ポピンズ・リターンズ　ほか

2019/5/6 ０歳からのファミリーコンサート 
おとぎの国の音楽会

箕面市立メイプル
ホール 同 上 同 上 同 上 同 上

2019/7/27  京フィルはじめての
クラシックシリーズＶＯＬ.23

京都コンサートホール
小ホール

J.Fワーグナー 双頭の鷲の旗の下に
フランス民謡 キラキラ星
マザー・グース メリーさんの羊
ヘルマン・ネッケ クシコスポスト　ほか

2019/9/8
京都フィルハーモニー室内合奏団
特別公演

「超名曲コンサート」
クラシック＆日本の歌

京都コンサートホール
大ホール 牧村邦彦 ソプラノ：四方典子

メゾソプラノ：伊藤絵美

ヨハン・シュトラウス 美しく青きドナウ
バッハ G線上のアリア
モーツァルト 夜の女王のアリア～オペラ「魔笛」より
マスカーニ オペラ「カヴァレリアルスティカーナ」より間奏曲　ほか
山田耕筰 待ちぼうけ
岡野貞一 もみじ
本居長世 汽車ぽっぽ
成田為三 浜辺の歌　ほか

2019/12/7 初めてのクラシックコンサート
シリーズVol.24

京都コンサートホール
小ホール メゾソプラノ：西村薫

アンダーソン
（松園洋二） クリスマスフェスティバル

アンダーソン
（松園洋二） フィドルファドル

アンダーソン
（金澤恭典） 舞踏会の美女

アンダーソン
（松園洋二） スコットランドのブルーベル　　ほか

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

2019/8/3 コンチェルトシリーズVOL.13
～華麗なる響演～

兵庫県立
芸術文化センター
神戸女学院小ホール

松本宗利音
ヴァイオリン；戸田晴花 モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第５番　イ長調　K.219
ピアノ：天本麻理絵 ショパン ピアノ協奏曲第２番　ヘ短調　op.２１
ピアノ：河内仁志 サン＝サーンス ピアノ協奏曲第２番　ト短調　op.２２
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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

２０１９/６/２２ 第３１回 ザ・コンチェルト・
コンサート

ザ・カレッジ・オペラ
ハウス 瀬山　智博

濵 愛梨、渡邊 のどか F.プーランク 2台のピアノのための協奏曲 ニ短調
平井 亘 H.トマジ アルト・サクソフォーンとオーケストラのための協奏曲
山田 悠貴 R.V.ウィリアムズ テューバ協奏曲
吉村　茉莉亜 S.プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26

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

2019/6/14 第192回教会音楽シリーズ カトリック夙川教会 パブロ・
エスカンデ

ソプラノ：中村朋子、
渡辺有香 W.A.モーツァルト 教会ソナタ 第4番 ニ長調 kv144

アルト：伊豆田佑香 G.アレグリ ミゼレーレ
テノール：小川歩 A.ヴィヴァルディ 弦楽のための協奏曲 ト短調
バス：林　康宏 A.ヴィヴァルディ マニフィカト ト短調 RV610

2019/10/5 第193回教会音楽シリーズ カトリック夙川教会 パブロ・
エスカンデ

ソプラノ：中村朋子、
渡辺有香 G.Ph.テレマン 葬送カンタータ「ダニエルよ去れ」

アルト：伊豆田佑香 J.S.バッハ カンタータ 第158番「平和汝とともにあれ」
テノール：小川歩・
松原友 D.スカルラッティ スタバト・マーテル

バス：篠部信宏・林康宏 A.ヴィヴァルディ トリオソナタ RV779

2019/12/25 第194回教会音楽シリーズ カトリック夙川教会 延原武春

ソプラノ：中村朋子

J.S.バッハ クリスマス・オラトリオ 第1部～第3部
アルト：伊豆田佑香
テノール：新井俊稀
バス：篠部信宏

2019/4/12 第500回マンスリーコンサート 大阪倶楽部 延原武春 ヴァイオリン：浅井咲乃 A.ヴィヴァルディ 「四季」全曲

2019/7/26 第502回マンスリーコンサート 大阪倶楽部 延原武春 ヴァイオリン：浅井咲乃 A.ヴィヴァルディ
歌劇「オリンピアーデ」序曲
ヴァイオリン協奏曲「ムガール大帝」

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

2019/6/13 岡山市小・中学校
音楽鑑賞教室 岡山シンフォニーホール 山本祐ノ介

小六禮次郎 烏城浪漫
山本祐ノ介 オーケストラの世界へご招待
アンダーソン プリンク プランク プルンク
アンダーソン トランペット吹きの休日
A.R.ウェーバー オペラ座の怪人
ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」から第4楽章

2019/8/25 子どもと楽しむ音楽会 エスパスホール 山上 純司

モーツァルト フィガロの結婚序曲
石川亮太編曲 シンフォニックアニマル
レオポルト･
モーツァルト おもちゃの交響曲

ビゼー オペラ「カルメン」より「闘牛士」
モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」より第4楽章

2019/9/29 I am a SOLOIST 岡山シンフォニーホール 山上純司

ピアノ：原田 菜々子 モーツァルト ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466 第1楽章
ピアノ：難波 里珠 ショパン ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 op.21 第3楽章
ピアノ：西﨑 陽菜 グリーグ ピアノ協奏曲イ短調 op.16 第1楽章
ピアノ：松盛 敬 ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番ハ短調 op.18 第1楽章

ソプラノ：大月 佳子 モーツァルト 歌劇「ドンジョヴァンニ」からBatti batti o bel 
Masetto「ぶってよ マゼット」

ピアノ：石原 のぞみ モーツァルト 歌劇「ドンジョヴァンニ」からVedrai carino 「薬屋の歌｣
城東高校管弦楽部 芥川也寸志 弦楽のための三楽章より 第1、第3楽章
フルート：田中 常愛 尾高尚忠 フルート協奏曲 第1、第3楽章

ソプラノ：落 理菜子 ヴェルディ 歌劇「椿姫」からE strano-Ah fors'e lui - 
Sempre libera「そは彼の人か～花から花へ」

ピアノ：岡本 美紀 グリーグ ピアノ協奏曲イ短調 op.16 第1楽章
ピアノ：中藤 帆波 ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番ハ短調 op.18 第1楽章
ピアノ：濱本 真愛 ラヴェル ピアノ協奏曲ト長調 第1楽章

2019/10/23 ハッピーハートフルコンサート 新見市立
新見第一中学校

ハンスイェルク・
シェレンベルガー

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲
マルチェロ オーボエ協奏曲
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」【恋とはどんなものかしら】
モーツァルト 交響曲第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」　第4楽章

2019/10/24 ハッピーハートフルコンサート 倉敷市立
第三福田小学校

ハンスイェルク・
シェレンベルガー

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲
マルチェロ オーボエ協奏曲
モーツァルト 交響曲第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」　第4楽章
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2019/10/27 第9回親子で楽しむ音楽会 
～０歳児からのコンサート～ 岡山県立大学講堂 横山 奏

オッフエンバック 喜歌劇「天国と地獄よりカンカン」
フンパーディンク ヘンゼルとグレーテル前奏曲
シファリャ 火祭りの踊り【弦楽合奏】
ドヴォルザーク 交響曲第9番 ホ短調 op.95「新世界」より第4楽章"

2019/12/1 ベートーヴェン第九演奏会
２０１９ 岡山シンフォニーホール 村上寿昭 第九を歌う市民の会 ベートーヴェン 交響曲第９番 ニ短調 op.125「合唱付き」

2019/12/15 中国銀行ドリーミーコンサート
親子 de クラシック 岡山シンフォニーホール 石﨑真弥奈

アラン・シルヴェストリ バック・トゥ・ザ・フューチャーメインテーマ
K.A.ロペス＆R.ロペス 映画 ｢アナと雪の女王｣より レット・イット・ゴー
チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」より

2020/1/26 岡山フィル
ニューイヤーコンサート 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
岡山にゆかりのある若
手声楽家たち ビゼー オペラ｢カルメン｣ ハイライト　 ｢アルルの女｣ 第1組曲

2020/2/2
～岡山県岡フィルから
音楽の贈りもの～
岡山フィルハーモニック管弦楽団
津山特別公演

ベルフォーレ津山 ハンスイェルク・
シェレンベルガー

ヴァイオリン：
岸本萌乃加

 メンデルスゾーン ｢夏の夜の夢｣ 序曲
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
ドヴォルザーク 交響曲第９番 ホ短調 op.95 ｢新世界より｣




