
日本オーケストラ連盟加盟 会員オーケストラ

２０１２年度定期公演以外の自主公演記録
（２０１２年４月１日～２０１３年３月31日）

※定期公演（オーケストラ創立以来通し番号を付けている定期公演）は
『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2013』掲載



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
いずみたく／宮川彬良 編 見上げてごらん夜の星を
グレイ／宮川彬良 編 サンダーバード
グリーンフィールド／宮川彬良 編 奥様は魔女
チャイコフスキー／宮川彬良 編 「悲愴～その愛」(交響曲第6番「悲愴」より)
ウォレス／宮川彬良 編 「不思議の国のアリス」メドレー
チャーチル／宮川彬良 編 「白雪姫」メドレー
宮川泰 恋のバカンス
宮川泰 若いってすばらしい
宮川彬良 音楽劇「ハムレット」より5つの主題
宮川泰 銀色の道
ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

メンデルスゾーン
劇付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「序曲」「スケルツォ」「夜想
曲」「結婚行進曲」

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ディーリアス 小管弦楽のための2つの小品
モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」
ストラヴィンスキー 「火の鳥」組曲(1919年版）
サン＝サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28
サン＝サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35
服部克久 虹
服部克久 夜明けのマンハッタン
服部克久 世界名作劇場「トム・ソーヤの冒険」から「誰よりも遠くへ」
ボック／服部克久 編 「屋根の上のヴァイオリン弾き」から「サンライズ・サンセット」 
メンケン／ボブ佐久間 編 「アラジン」から「ホール・ニュー・ワールド」 
ミッチ・リー／佐藤ヤスマサ 編 「ラ・マンチャの男」から「見果てぬ夢」
服部克久／鈴木和郎 編 この地球（ほし）の小さな君へ
フュガン／服部克久 編 Mr. サマータイム
B.アンダーソン＋ウルヴァース／服部克久 編 「マンマ・ミーア！」から「ダンシング・クイーン」
ロイド=ウェッバー／島健 編 「キャッツ」から「メモリー」

L.ヘンリー＋J.シルバー／島健 編
映画「フォーエバー・フレンズ」から「ウィンド・ビニース・マイ・ウィング
ス～愛を運ぶ風～」

シェーンベルク／小六禮次郎 編 「レ・ミゼラブル」から「オン・マイ・オウン」

服部克久　編
ミュージカル・メドレー～「アニーよ銃をとれ」から「ショウほど素敵な商
売はない」、「ウエストサイド・ストーリー」から、「コーラスライン」から
「ワン」ほか

J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲

ビゼー
歌劇「カルメン」 から「第3幕への前奏曲」「セギディーリャ」「闘牛士の
歌」

ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から作品46-1, 作品46-4
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から作品72-2, 作品72-7
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
宮川彬良 大発見マーチ
モーツァルト／宮川彬良 編 アイネ・クライネ・“タンゴ”ムジーク
ベートーヴェン、プラド／宮川彬良 編 シンフォニック！マンボNo.5
ドヴォルザーク／宮川彬良 編 8つのユモレスク 第7番 変ト長調 作品101-7
大中恩／宮川彬良 編 さっちゃん
民謡／宮川彬良 編 あんたがたどこさ
マンシーニ／宮川彬良 編 子象の行進
宮川彬良 5SAXコンチェルト
リー＋バーク／宮川彬良 編 映画「わんわん物語」から 「ララルー」
リチャード・M.シャーマン＋ロバート・B.シャーマン
／宮川彬良 編

「メリーポピンズ」メドレー

ロッシーニ 歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲
ビゼー 歌劇「カルメン」 第1組曲
マスネ 歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「ホフマンの舟歌」
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番 作品72b
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲 作品77
ワーグナー 歌劇ローエングリン」第1幕への前奏曲
ワーグナー 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」前奏曲
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「シチリアーナ」 
モーツァルト 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16 第1楽章
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 第4楽章
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「シチリアーナ」 
モーツァルト 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16 第1楽章
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 第4楽章

宮川彬良
（指揮とピアノ）

ボーイソプラノ：中野太一

2012.5.12 森の響フレンドコンサート 札響名曲シリーズVol.1 札幌コンサートホールKitara大ホール 梅田俊明 Vn：前橋汀子

2012.5.29

2012.5.30

2012.6.9

2012.7.5

2012.7.15

2012.7.19

2012.4.14 アキラさんのモダンコンサート２０１２ 札幌コンサートホールＫｉｔａｒａ大ホール

2012.8.1

2012.8.26 アキラさんの大発見コンサート２０１２

コバケンの２大Ｂ～「ベト７」＆「ブラ１」

占冠ジュニア・クラシック

日本製紙Presents札響ポップスコンサートVol. 10

海の日記念　札響チャリティーコンサート

森の響フレンドコンサート 札響名曲シリーズVol.2

札幌交響楽団根室公演

札幌交響楽団更別公演 更別村農業者トレーニングセンター

根室市総合文化会館

札幌コンサートホールKitara大ホール

札幌コンサートホールKitara大ホール

札幌コンサートホールKitara大ホール

占冠中央小学校

札幌コンサートホールKitara大ホール

長沼町札響ジュニア・クラシック

森の響フレンドコンサート 札響名曲シリーズVol.3

留寿都村札響ジュニア・クラシック

2012.9.29

2012.11.13

2012.11.14

尾高忠明

尾高忠明

札幌コンサートホールKitara大ホール

札幌コンサートホールKitara大ホール

長沼中央小学校

留寿都小学校

Pf：北村朋幹

Vn.諏訪内晶子

円光寺雅彦

飯守泰次郎

宮川彬良

小林研一郎

高関健

服部克久

円光寺雅彦

Vo. 島田歌穂、サーカス

Sax. 平原まこと

円光寺 雅彦

尾高忠明



J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲

グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「シチリアーナ」 
モーツァルト 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16 第1楽章
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88 第4楽章
ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲
オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「ホフマンの舟歌」
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲
オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「ホフマンの舟歌」
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ベートーヴェン バレエ「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
ハイドン 交響曲 第88番 ト長調 「V字」
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」

2012.12.8
2012.12.9

札響の第九　2012 札幌コンサートホールKitara大ホール ラドミル・エリシュカ

Sop：安藤赴美子
Alt：手嶋眞佐子
Ｔｅｎ：望月哲也
Bar：黒田博
札響合唱団、札幌アカデミー合唱団、札幌放送
合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

モーツァルト 歌劇「後宮からの誘拐」序曲 K.384
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
シベリウス ロマンティックなワルツ 作品62b
レハール ワルツ「金と銀」 作品79
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
モーツァルト 歌劇「後宮からの誘拐」序曲 K.384
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
シベリウス ロマンティックなワルツ 作品62b
レハール ワルツ「金と銀」 作品79
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
オネゲル パシフィック231（交響的運動 第1番）
ラロ スペイン交響曲ニ短調 作品21
ベルリオーズ 劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17より抜粋

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26

シベリウス 交響曲 第3番 ハ長調 作品52
シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

コープランド 市民のためのファンファーレ

リード 吹奏楽のための第3組曲「バレエの情景」
三澤慶 勇者のマズルカ
白岩優拓 祝典行進曲「ライジング・サン」
岩井直溥 復興への序曲「夢の明日に」
川北栄樹 エンターテインメント・マーチ
福島弘和 アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲
ヒナステーラ バレエ組曲「エスタンシア」 作品8aから 「マランボ」
アイルランド民謡 ロンドンデリーの歌
チャイコフスキー 祝典序曲「1812年」 作品49

2013.2.9

2013.3.17

2013.3.5
ホクレンクラシックスペシャル2013
札幌交響楽団東京公演

札響シンフォニックブラス２０１２

森の響フレンドコンサート 札響名曲シリーズVol.5

札響ニューイヤーコンサートin留萌

札響ニューイヤーコンサートin小樽

森の響フレンドコンサート 札響名曲シリーズVol.4

札幌交響楽団剣淵公演

札響特別演奏会　札幌交響楽団豊富公演

道新ジュニア・クラシック共和町2012
中学生のための札響コンサート

2012.11.15

2012.11.20

2012.11.21

2012.11.25

2013.1.26

2013.1.27 留萌市文化センター

札幌コンサートホールKitara大ホール

札幌コンサートホールKitara大ホール

サントリーホール 尾高忠明

円光寺雅彦

高関健

尾高忠明

共和町町民センター

豊富町スポーツセンター

剣淵町立剣淵小学校

札幌コンサートホールKitara大ホール

小樽市民会館 尾高忠明

ラドミル・エリシュカ

吉田行地

吉田行地

円光寺雅彦

Pf：北村朋幹

Vn：山根一仁

共演: 札幌日本大学高等学校吹奏楽部

Pf：北村朋幹



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
アンダーソン フィドル・ファドル
スーザ 星条旗よ永遠なれ

モーツァルト
セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 
第1楽章

ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
スメタナ 歌劇「売られた花嫁」から 「道化師の踊り」
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
アンダーソン サンドペーパー・バレエ
アンダーソン タイプライター
中田喜直／小沼理裕 編 夏の思い出
アーレン／野田学 編 映画「オズの魔法使い」から「虹の彼方に」 
ハーライン／小沼理裕 編 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」
ショスタコーヴィチ 祝典序曲 イ長調 作品96
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
アンダーソン サンドペーパー・バレエ
アンダーソン タイプライター
中田喜直／小沼理裕 編 夏の思い出
アーレン／野田学 編 映画「オズの魔法使い」から「虹の彼方に」 
ハーライン／小沼理裕 編 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」
ショスタコーヴィチ 祝典序曲 イ長調 作品96

2012.7.20 東日本大震災復興祈念 仙台フィル・山響合同演奏会 東京エレクトロンホール宮城 飯森 範親

Sop. 平井 香織
Alt. 加納 悦子
合唱：山響アマデウスコア、仙台宗教音楽合
唱団

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

ロッシーニ 歌劇「泥棒かささぎ」序曲
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「シチリアーナ」 
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「4羽の白鳥の踊り」
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「くるみ割り人形」 作品71aから 「あし笛の踊り」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「金平糖の精の踊り」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「間奏曲」
ビゼー 「カルメン」第１組曲より 前奏曲
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
ラヴェル ボレロ
ロッシーニ 歌劇「泥棒かささぎ」序曲
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「シチリアーナ」 
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「4羽の白鳥の踊り」
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 「チャールダーシュ」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
外山雄三 管弦楽のためのラプソディ
小山清茂 管弦楽のための「木挽唄」
新実徳英 大和太鼓，オルガンとオーケストラのための「風神・雷神」

剣囃子
豊作の祈り
響け世界の大空に

松下功 和太鼓協奏曲 「飛天遊」
シューマン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ショパン チェロ協奏曲 イ短調 作品129
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
ラフマニノフ ヴォカリーズ 作品34-14
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ長調 K.211

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」 第4楽章

山本瓔子・八木澤教司 あすという日が

2012.9.29
仙台クラシックフェスティバル
「三菱地所スペシャルコンサート」

イズミティ21・大ホール 現田 茂夫

2012.9.30
仙台クラシックフェスティバル
「菓匠三全コンサート」

イズミティ21・大ホール 現田 茂夫 Pf. 小山実稚恵

2012.9.30
仙台クラシックフェスティバル
「ドコモスペシャルコンサート」

イズミティ21・大ホール 現田 茂夫
Vn. 佐藤優芽
Sop.安藤赴任美子　　Alt. 寺谷千枝子
Ten. 水口聡　　　　　　Bar. 大山大輔

2012.9.28
仙台クラシックフェスティバル
「仙台環境開発スペシャルコンサート」

イズミティ21・大ホール 現田 茂夫
Pf.牛田 智大
Vc.佐々木 夏生

2012.9.29
仙台クラシックフェステイバル
「仙台市ガス局復興応援コンサート」

イズミティ21・大ホール 現田 茂夫
Vn.堀米 ゆず子
Pf. 及川浩治

2012.8.4 名曲コレクションinいわき いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール 海老原 光

2012.8.25 サマーフェスティバル2012 東京エレクトロンホール宮城 末廣 誠
和太鼓：林 英哲
オルガン：鈴木 隆太
特別演奏：八幡太鼓ジュニアベストチーム

2012.7.15 マイタウンコンサートin岩沼 岩沼市民会館 大井　剛史

2012.7.31 気軽にクラシック 東京エレクトロンホール宮城 海老原 光

2012.6.12 復興コンサート 西郷村第一中学校・体育館 松村秀明

2012.7.14 マイタウンコンサートin栗原 栗原文化会館 大井　剛史



ラモー 「エベの祭り」 第1組曲から
ラモー オペラ・バレエ「優雅なインド」組曲から
ビゼー 「アルルの女」 第1組曲から 「序曲」
ビゼー 「アルルの女」 第1組曲から 「メヌエット」
ビゼー 「アルルの女」 第1組曲から 「カリヨン」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「パストラール」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「メヌエット」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
ビゼー 小組曲「子どもの遊び」 作品22から 「行進曲」
ビゼー 小組曲「子どもの遊び」 作品22から 「即興曲」
ビゼー 小組曲「子どもの遊び」 作品22から 「ギャロップ」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から「闘牛士」 
グノー 「歌劇「ファウスト」から 「ヌビアの踊り」
グノー 歌劇「ファウスト」から 「フリネの踊り」
ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」から 「ワルツ」
ドリーブ バレエ組曲「シルヴィア」から 「ピツィカート」
ドビュッシー／ビュッセル 編 「小組曲」から 「小舟にて」
アンダーソン そりすべり
ドビュッシー 「子供の領分」から 「ゴリウォッグのケークウォーク」
アンダーソン クリスマス・フェスティバル
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

2012.12.22
仙台フィルハーモニー管弦楽団 
第九特別演奏会

東京エレクトロンホール宮城 小泉和裕
Sop. 日比野幸　　　Ms. 中島郁子
Ten. 樋口達哉　　　Bar. 成田博之

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
ドヴォルザーク スケルツォ・カプリッチョーソ 変ニ長調 作品66
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から 変イ長調 作品46-3
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ト短調 作品46-8
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
ドヴォルザーク スケルツォ・カプリッチョーソ 変ニ長調 作品66
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から 変イ長調 作品46-3
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ト短調 作品46-8
三善晃 「音の栞」第2巻から “両手のパヴァーヌ” “だいじなやくそく” “フラット森の駆けっこ” “朝の伴奏”
三善晃 「音の栞」第2巻から “オクターブかくれんぼ” “オクターブくんごきげん” “冒険なかま” “スケート変奏曲”
三善晃 EnVers（アン・ヴェール）
三善晃 四つの秋の歌
三善晃 交響詩「連禱富士」
三善晃 ソプラノとオーケストラのための「決闘 」
三善晃 弦の星たち
武満徹 弦楽のためのレクイエム
ビゼー 歌劇「カルメン」から
ドビュッシー 夜想曲
ドビュッシー 「海」～３つの交響的素描
ウェーバー クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74
ボッカラーリ 幻想協奏曲
ヴォーン＝ウィリアムズ バス・テューバと管弦楽のための協奏曲 ヘ短調
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

合唱：宮城三女OG合唱団パスカル・ヴェロ仙台市青年文化センター・コンサートホールロシア公演 壮行演奏会2013.2.28

2013/3/8
新進演奏家育成プロジェクト 
オーケストラシリーズ第11回仙台

仙台市青年文化センター・
コンサートホール

鈴木織衛

Cl. 佐藤由紀
Pf. 稲村洋之
Vn. 二瓶真悠
Euph. 山口綾華
Tub. 金宇浩

チェロ：ドミトリー・フェイギン広上淳一盛岡市民文化ホール名曲コレクション ニューイヤーコンサート2013.1.14

2013.1.31
オペラ「遠い帆」2013年公演
プレコンサートシリーズ①

仙台市青年文化センター・コンサートホール
佐藤正浩
（指揮・ピアノ）

ピアノ：千葉菜々子、新家百合恵、
大伏啓太、
ソプラノ：佐竹由美
ヴァイオリン：西本幸弘

2012.11.28 杜の都ふれあいコンサート 仙台市青年文化センター・コンサートホール パスカル・ヴェロ

2013.1.13 名曲コレクション ニューイヤーコンサート 福島市音楽堂 広上淳一 チェロ：ドミトリー・フェイギン

2012.12.19
文化庁劇場発信事業仙台フィルが市民に贈る
オーケストラスタンダード Vol.4

仙台市青年文化センター・コンサートホール 垣内悠希 Pf.金子三勇士



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

ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）

ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から 変イ長調 作品72-8

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492

Fg. 高橋あけみ ウェーバー ファゴット協奏曲 ヘ長調 作品75 第1楽章

久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第3楽章 第4楽章

ラヴェル バレエ組曲「マ・メール・ロワ」から「美女と野獣の対話」

アンダーソン フィドル・ファドル

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
プライアー 口笛吹きと犬
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
タイケ 行進曲「旧友」
久石譲／浜野正 編 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
久石譲／浜野正 編 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／浜野正 編 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
久石譲／木島由美子 編 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
プライアー 口笛吹きと犬
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「イタリアーナ」 
スーザ 美中の美
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ビゼー 「カルメン」 第1組曲 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
スーザ 星条旗よ永遠なれ
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から 「いつも何度でも」）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
久石譲／山形交響楽団 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から 「人生のメリーゴーランド」）
民謡／村川千秋 編 最上川舟歌
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

2012.5.9 十坂小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.4.14 オーケストラの日 山形市民会館 大井剛史

2012.5.8 松山小学校 同校体育館 佐藤寿一



タイケ 行進曲「旧友」
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
アンダーソン 踊る子猫
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「プロローグ」
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から 「いつも何度でも」）
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
スーザ 星条旗よ永遠なれ
民謡／村川千秋 編 最上川舟歌
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から 「人生のメリーゴーランド」）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
プライアー 口笛吹きと犬
ミヒャエリス 森の鍛冶屋
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
山本直純／山形交響楽団 歌えバンバン
ビゼー 「カルメン」 第1組曲 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
民謡／村川千秋 最上川舟歌
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.S. 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の歌」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
黒沢吉徳 大空賛歌
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から「クィディッチ・マーチ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界」
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
山本直純／山形交響楽団 編 歌えバンバン
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ビゼー 「カルメン」 第1組曲 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
滝廉太郎／山形交響楽団 編 花
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ビゼー 「カルメン」 第1組曲 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
民謡／村川千秋 編 最上川舟歌
スーザ 美中の美
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 

2012.5.24 高擶小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.5.11 三泉小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.5.11 尾花沢小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.5.10 新堀小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.5.10 富士見小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.5.9 十坂小学校 同校体育館 佐藤寿一



村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から 崖の上のポニョ」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウスⅡ ポルカ「狩りにて」 作品373
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
久石譲／山形交響楽団 編 トトロファンタジー（映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」）
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
タイケ 行進曲「旧友」
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
久石譲／山形交響楽団 編 トトロファンタジー（映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／山形交響楽団 編 トトロファンタジー（映画「となりのトトロ」から 「まいご」）
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「崖の上のポニョ」から 崖の上のポニョ」 ）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
プライアー 口笛吹きと犬
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
プライアー 口笛吹きと犬
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から「ハリーの不思議な世界」
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「崖の上のポニョ」から 崖の上のポニョ」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
プライアー 口笛吹きと犬
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
J.シュトラウスⅡ ピツィカート・ポルカ
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）

2012.6.15 西郷小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.6.13 東根中部小学校 同校体育館 大井剛史

2012.6.14 津山小学校 同校体育館 大井剛史

2012.6.8 新庄養護学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.6.12 桂小学校 同校体育館 大井剛史

2012.5.24 高擶小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.6.1 桜田小学校 同校体育館 佐藤寿一



モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
アンダーソン 踊る子猫
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「崖の上のポニョ」から 崖の上のポニョ」 ）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
スーザ 星条旗よ永遠なれ
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から「ハリーの不思議な世界」
上柴はじめ／山形交響楽団 編 青い空に絵を描こう
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
プライアー 口笛吹きと犬
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
いずみたく／山形交響楽団 編 手のひらを太陽に
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から 崖の上のポニョ」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」） 
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「イタリアーナ」 
久石譲／浜野正 編 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
久石譲／浜野正 編 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
滝廉太郎／山形交響楽団 編 花
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／浜野正 編 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
スーザ 美中の美
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
西村朗 弦楽のための悲（ひ）のメディテーション
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
西村朗 弦楽のための悲（ひ）のメディテーション
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
チャイコフスキー 「18の小品」から「田舎のエコー」 作品72-13
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
R.ロジャーズ／南安雄 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「サウンド・オブ・ミュージック」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
R.ロジャーズ／南安雄 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「すべての山に登れ」
R.ロジャーズ／南安雄 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
スーザ 星条旗よ永遠なれ
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
村井邦彦／山形交響楽団 編 翼をください
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「イタリアーナ」 

2012.6.29 松陵小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.6.29 酒田第一中学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.6.26 さくらんぼコンサート2012　大阪公演 大阪シンフォニーホール 飯森範親 Pf. 中村紘子

2012.6.27 さくらんぼコンサート2012　東京公演 東京オペラシティ　コンサートホール飯森範親 Pf. ダニール・トリフォノフ

2012.6.18 みはらしの丘小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.6.18 大郷小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.6.15 西郷小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.6.15 栄小学校 同校体育館 佐藤寿一



ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
山本直純／山形交響楽団 編 歌えバンバン
スーザ 星条旗よ永遠なれ
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」）
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
民謡／村川千秋 編 最上川舟歌
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
プライアー 口笛吹きと犬
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
平吉毅州／山形交響楽団 編 気球に乗ってどこまでも（山形交響楽団編）
J.シュトラウスⅡ ポルカ「狩りにて」 作品373
久石譲／浜野正 編 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
スーザ 星条旗よ永遠なれ
プライアー 口笛吹きと犬
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
久石譲／浜野正 編 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
ミヒャエリス 森の鍛冶屋
久石譲／浜野正 編 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
J.シュトラウスⅡ ポルカ「狩りにて」 作品373
アンダーソン 踊る子猫
タイケ 行進曲「旧友」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」）
モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）
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 交響曲 第12番 ト長調 K.110（75b）
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 交響曲 第12番 ト長調 K.110（75b）
モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）

2012.7.20
特別演奏会　山響創立40周年記念／
東日本大震災復興祈念　
～仙台フィル・山響合同演奏会～

東京エレクトロンホール宮城 飯森範親
Sop. 平井香織、Alt. 
加納悦子、合唱：山響
アマデウスコア

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

荒井由美／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（あの日にかえりたい）
グレイ／藤野浩一 編 サンダーバードのテーマ
森繁久彌／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（知床旅情）

2012.7.24
「山形いのちの電話支援」海の日記念
チャリティーコンサート

山形市民会館 藤野浩一 歌／渡辺真知子

2012.7.7 庄内定期演奏会　第15回酒田公演 酒田希望ホール 飯森範親
Vn. 犬伏亜里,　Vla. 
成田寛

2012.7.8
アマデウスへの旅　第16回モーツァルト
定期演奏会

山形テルサ 飯森範親
Vn. 犬伏亜里,　Vla. 
成田寛

2012.7.12 湯田川小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.7.13 寒河江南部小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.7.2 米沢東部小学校 米沢市市民文化会館 大井剛史

2012.7.11 天童南部小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.6.29 酒田第一中学校 同校体育館 工藤俊幸



平尾昌晃／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（よこはまたそがれ）
マントヴァーニ／藤野浩一 編 ７０年代・世界のポップスオーケストラ・ヒットメドレー（シャルメーヌ）
スタイナー／藤野浩一 編 ７０年代・世界のポップスオーケストラ・ヒットメドレー（夏の日の恋）
モーガン／藤野浩一 編 ７０年代・世界のポップスオーケストラ・ヒットメドレー（オリーブの首飾り）
すぎやまこういち／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（学生街の喫茶店）
曽根幸明／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（圭子の夢は夜ひらく）
山本直純／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（男はつらいよ）
中村八大／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（世界の国からこんにちは）
佐瀬寿一／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（およげ!たいやきくん）
バカラック／藤野浩一 編 雨に濡れても
アルグエロ／藤野浩一 編 ７０年代・世界のポップスオーケストラ・ヒットメドレー（エーゲ海の真珠）
リドル／藤野浩一 編 ７０年代・世界のポップスオーケストラ・ヒットメドレー（Batmobile to Airport）
アラン／藤野浩一 編 ７０年代・世界のポップスオーケストラ・ヒットメドレー（ミスター・ロンリー）
いずみたく／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（太陽がくれた季節）
財津和夫／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（心の旅）
小坂明子／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（あなた）
平尾昌晃／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（グッド・バイ・マイ・ラブ）
加藤和彦／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（あの素晴らしい愛をもう一度）
宇崎竜童／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ）
池田謙吉＋前田伸夫／藤野浩一 編７０年代・日本のヒット曲メドレー（走れコウタロー）
ハーライン／藤野浩一 編ン 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
筒美京平／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（ロマンス）
森田公一／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（青春時代）
ガステ／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（フィーリング）
大野克夫／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（勝手にしやがれ）
モラリ／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（Y.M.C.A）
川口真／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（積み木の部屋）
渡辺真知子／藤野浩一 編 歌って歌って恋をして
ハムリッシュ／藤野浩一 編 追憶
渡辺真知子／藤野浩一 編 迷い道
都倉俊一／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（U.F.O）
宮川泰／藤野浩一 編 ７０年代・日本のヒット曲メドレー（宇宙戦艦ヤマト）
渡辺真知子／藤野浩一 編 かもめが翔んだ日
賛美歌／藤野浩一 編 アメイジング・グレイス
渡辺真知子／藤野浩一 編 ブルー
チャップリン／藤野浩一 編 映画「モダン・タイムス」から 「スマイル」
バトラー／藤野浩一 編 ヒアーズ・トゥ・ライフ
J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第3番 ニ短調 BWV1006 第3楽章「ガヴォット」
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
滝廉太郎／山形交響楽団 編 荒城の月
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
ミヨー フランス組曲 作品248から「プロヴァンス」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
中田喜直／山形交響楽団 編 夏の思い出
山本直純／山形交響楽団 編 歌えバンバン
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281

2012.8.31 南陽市内中学校合同音楽教室 南陽市民会館 工藤俊幸

2012.9.3 琢成小学校 同校体育館 大井剛史

2012.7.24
「山形いのちの電話支援」海の日記念
チャリティーコンサート

山形市民会館 藤野浩一 歌／渡辺真知子

2012.8.12 庄内定期演奏会　第19回鶴岡公演 鶴岡市文化会館 イジー・シュトルンツVn. 堀米ゆず子



村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
アンダーソン 踊る子猫
平吉毅州／山形交響楽団 編 気球に乗ってどこまでも（山形交響楽団編）
プライアー 口笛吹きと犬
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
プライアー 口笛吹きと犬
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
タイケ 行進曲「旧友」
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ビゼー 「カルメン」 第1組曲 から 「闘牛士の行進」
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」、
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー200（ 映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）

2012.9.5 東根第二中学校 同校体育館 大井剛史

2012.9.6 北平田小学校 同校体育館 大井剛史

2012.9.3 南遊佐小学校 同校体育館 大井剛史

2012.9.4 山形養護学校 同校体育館 大井剛史

2012.9.3 琢成小学校 同校体育館 大井剛史



J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
アンダーソン 踊る子猫
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
民謡／村川千秋 最上川舟歌
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
プライアー 口笛吹きと犬
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
滝廉太郎／山形交響楽団 編 荒城の月
久石譲／浜野正 編 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
久石譲／浜野正 編 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
久石譲／浜野正 編 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
スーザ 美中の美
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
スーザ 星条旗よ永遠なれ
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
アンダーソン 踊る子猫
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
平吉毅州／山形交響楽団 編 気球に乗ってどこまでも（山形交響楽団編）
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から「ヘドウィグのテーマ」
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から「クィディッチ・マーチ」
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
中田喜直／山形交響楽団 編 夏の思い出
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

2012.9.19 酒田第四中学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.20 荒谷小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.18 山口小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.19 黒森小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.7 東平田小学校 同校体育館 大井剛史

2012.9.7 飛鳥中学校 同校体育館 大井剛史

2012.9.6 北平田小学校 同校体育館 大井剛史



ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.S.バッハ カンタータ「心と口と行いと命もて」 BWV147から 「主よ，人の望みの喜びよ」
スーザ 美中の美
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」 ）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
上柴はじめ／山形交響楽団 編 青い空に絵を描こう
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ブラームス ハンガリー舞曲集 第6番 二長調
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
民謡／村川千秋 編 最上川舟歌
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
平吉毅州／山形交響楽団 編 気球に乗ってどこまでも（山形交響楽団編）
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
J.S.バッハ カンタータ「心と口と行いと命もて」 BWV147から 「主よ，人の望みの喜びよ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から「ヘドウィグのテーマ」
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界」
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から「ヘドウィグのテーマ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」

2012.9.24 戸沢小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.21 鶴岡第三中学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.24 富並小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.20 陵南中学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.21 朝暘第六小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.20 荒谷小学校 同校体育館 佐藤寿一



ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
平吉毅州／山形交響楽団 編 気球に乗ってどこまでも（山形交響楽団編）
スーザ 美中の美
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
滝廉太郎／山形交響楽団 編 荒城の月
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
松尾善雄／山形交響楽団 編 天使の羽のマーチ
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
民謡／村川千秋 編 最上川舟歌
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
アンダーソン 踊る子猫
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
黒澤吉徳／山形交響楽団 編 大空賛歌
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
スーザ 星条旗よ永遠なれ
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ブラームス ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ブラームス ハンガリー舞曲集 第6番 二長調
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲 から「イタリアーナ」 
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
レノン＋マッカートニー／木島由
美子 編

ビートルズ・メドレー（Yesterday）

レノン＋マッカートニー／木島由
美子 編

ビートルズ・メドレー（ミッシェル）

ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
レノン＋マッカートニー／木島由
美子 編

ビートルズ・メドレー（ヘイ・ジュード）
2012.9.28 高畠町内中学校合同音楽教室① 高畠町文化ホール　まほら 佐藤寿一

2012.9.27 内郷小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.27 遊佐中学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.26 西山形小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.9.26 朝日町小学校合同音楽教室 創遊館 佐藤寿一

2012.9.25 鎌田小学校 同校体育館 佐藤寿一



レノン＋マッカートニー／木島由
美子 編

ビートルズ・メドレー（レット・イット・ビー）

J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
久石譲／／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「千と千尋の神隠し」から 「いつも何度でも」）
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「ハウルの動く城」から 「人生のメリーゴーランド」 ）
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
アンダーソン 踊る子猫
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
プライアー 口笛吹きと犬
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
J.シュトラウスⅡ ピツィカート・ポルカ
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
スーザ 星条旗よ永遠なれ
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「ハウルの動く城」から 「人生のメリーゴーランド」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（ 映画「千と千尋の神隠し」から 「いつも何度でも」）
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
平吉毅州／山形交響楽団 編 気球に乗ってどこまでも（山形交響楽団編）
アンダーソン 踊る子猫
モーツァルト 交響曲 第13番 ヘ長調 K.112
モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595
モーツァルト 交響曲 第15番  ト長調 K.124
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
アンダーソン 踊る子猫
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
ミヨー フランス組曲 作品248から「プロヴァンス」
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ディ・カプア オー・ソレ・ミオ 
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
岡野貞一／浜野正 編 ふるさと
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 

2012.10.10 西郷小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.10.9 杉妻小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.10.10 冨本小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.10.1 東根小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.10.6
アマデウスへの旅　第１７回モーツァル
ト定期演奏会

山形テルサ 飯森範親 Pf. 小菅優

2012.9.28 高畠町内中学校合同音楽教室① 高畠町文化ホール　まほら 佐藤寿一

2012.10.1 山形第二小学校 同校体育館 佐藤寿一



杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
滝廉太郎／山形交響楽団 編 荒城の月
ミヨー フランス組曲 作品248から「プロヴァンス」
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から「ハリーの不思議な世界」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から「 いつも何度でも」 ）
アンダーソン 踊る子猫
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「ハウルの動く城」から 「人生のメリーゴーランド」 ）
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
スーザ 星条旗よ永遠なれ
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
レノン＋マッカートニー ビートルズ・メドレー（ミッシェル）
レノン＋マッカートニー ビートルズ・メドレー（Yesterday）
レノン＋マッカートニー ビートルズ・メドレー（レット・イット・ビー）
ミヨー フランス組曲 作品248から「プロヴァンス」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
J.S.バッハ カンタータ「心と口と行いと命もて」 BWV147から 「主よ，人の望みの喜びよ」
レノン＋マッカートニー ビートルズ・メドレー（ヘイ・ジュード）
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
坂口五郎／木島由美子 編 上野原西中学校校歌
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
スーザ 美中の美
民謡 八木節
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
長津義司／木島由美子 編 六実第二小学校校歌
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
民謡 八木節
民謡 八木節
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」2012.10.17 坂東市立岩井第二小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.15 上野原市立上野原西中学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.16 松戸市立六実第二小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.12 成生小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.10.12 尾花沢市中学校 山形県尾花沢市 佐藤寿一

2012.10.10 西郷小学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.10.11 聖ドミニコ学院中学校･高校 同校体育館 佐藤寿一



J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
平井康三郎／木島由美子 編 岩井第二小学校校歌
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
民謡 八木節
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
石井歓／木島由美子 編 下高津小学校校歌
山内博／木島由美子 編 中郷第一小学校校歌
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
民謡 八木節
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
民謡 八木節
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
稲毛第二小音楽部／佐藤寿一 編稲毛第二小学校校歌
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
皆川和馬／佐藤寿一 編 稲浜小学校校歌
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
民謡 八木節
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
柴田良一／佐藤寿一 編 南流山小学校校歌
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
芥川也寸志／佐藤寿一 編 谷戸小学校校歌
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

民謡 八木節
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
民謡 八木節
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
新垣壬敏／佐藤寿一 編 柏木小学校校歌
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
民謡 八木節
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
善定正彰／佐藤寿一 編 武蔵村山第二小学校校歌
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」

2012.10.29 仙台南高校 イズミティ21 大井剛史

2012.10.25 八王子市立柏木小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.26 武蔵村山市立第二小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.23 流山市立南流山小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.24 西東京市立谷戸小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.19 北茨城市立中郷第一小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.22
千葉市立稲毛第二小学校、千葉市立
稲浜小学校

同校体育館 工藤俊幸

2012.10.17 坂東市立岩井第二小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.18 土浦市立下高津小学校 同校体育館 工藤俊幸



ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
滝廉太郎／山形交響楽団 編 荒城の月
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
スーザ 星条旗よ永遠なれ
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ミヨー フランス組曲 作品248から「プロヴァンス」
民謡／村川千秋 編 最上川舟歌
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ビゼー カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
伊東史浩／木島由美子 編 健田小学校校歌
山本徳久／木島由美子 編 朝夷小学校校歌
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
民謡 八木節
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
小林三千三／木島由美子 編 内田小学校校歌
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
民謡 八木節
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
民謡 八木節
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
高島正行／木島由美子 編 飯岡小学校校歌
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

シャブリエ 狂詩曲「スペイン」
デュカス バレエ音楽「ラ・ペリ」から 「ファンファーレ」
グリーグ 組曲「ホルベアの時代より」 作品40から「プレリュード」
ライヒ 木管五重奏曲 ニ長調 作品91-3
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48
久石譲／西田宏 編 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
グリーグ 2つの悲しい旋律 作品34から 「過ぎた春」
大野雄二／佐藤博昭 編 ルパン三世
グリンカ 七重奏曲 変ホ長調
民謡／村川千秋 編 最上川舟歌
久石譲／山形交響楽団 編 トトロファンタジー （映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」）
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492

2012.11.28 米沢養護学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.11.16 旭市立飯岡小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.11.29 山響創立40周年記念 ファン感謝デー 山形テルサホール 飯森範親

2012.11.14
南房総市立朝夷小学校・南房総市立健
田小学校

健田小学校体育館 工藤俊幸

2012.11.15 市原市立内田小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.10.29 仙台南高校 イズミティ21 大井剛史

2012.11.5 東海大学山形高等学校 山形テルサホール 佐藤寿一



ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
久石譲／山形交響楽団 編 トトロファンタジー （映画「となりのトトロ」から 「まいご」）
スーザ 美中の美
アンダーソン 踊る子猫
平吉毅州／山形交響楽団 編 気球に乗ってどこまでも（山形交響楽団編）
久石譲／山形交響楽団 編 トトロファンタジー （映画「となりのトトロ」から 「となりのトトロ」）

R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「愛の行方は」

大江千里／中原達彦 編 さくら証書
ハムリッシュ／ローデン 編 「コーラスライン・セレクション」から「アイ・ホープ・アイ・ゲット・イット」
八神純子／中原達彦 編 パープルタウン
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「エーデルワイス」
八神純子／中原達彦 編 ポーラ･スター
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「マリア」
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「ひとりぼっちの羊飼い」
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「私のお気に入り」
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「もうすぐ17歳」
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「さようなら、ごきげんよう」
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「ドレミの歌」
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「すべての山に登れ」
八神純子／中原達彦 編 みずいろの雨
ロイド=ウェッバー／カスター 編 「オペラ座の怪人セレクション」から「マスカレード」
ロイド=ウェッバー／カスター 編 「オペラ座の怪人セレクション」から「オペラ座の怪人」
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「誰にも止められない」
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「サウンド・オブ・ミュージック」
ホーナー／中原達彦 編 マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン
ハムリッシュ／ローデン 編 「コーラスライン・セレクション」から「アット・ザ・バレエ」
ハムリッシュ／ローデン 編 「コーラスライン・セレクション」から「愛した日々に悔いはない」
ロイド=ウェッバー／カスター 編 「オペラ座の怪人セレクション」から「シンク・オブ・ミー」
ロイド=ウェッバー／カスター 編 「オペラ座の怪人セレクション」から「エンジェル・オブ・ミュージック」
R.ロジャーズ／ベネット 編 「サウンド・オブ・ミュージック・セレクション」から「ふつうのカップル」
グルーバー きよしこの夜（アカペラ）
ロイド=ウェッバー／カスター 編 「オペラ座の怪人」から 「オール・アイ・アスク・オブ・ユー」
八神純子／中原達彦 編 ひめゆりの丘
八神純子／中原達彦 編 翼
ロイド=ウェッバー／カスター 編 「オペラ座の怪人セレクション」から「ミュージック・オブ・ザ・ナイト」
ハムリッシュ／ローデン 編 「コーラスライン・セレクション」から「ワン」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
久石譲／浜野正 編 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
スーザ 星条旗よ永遠なれ
久石譲／浜野正 編 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
久石譲／浜野正 編 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ヘドウィグのテーマ」
ブラームス 指揮者コーナー（ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調）
J.S.バッハ カンタータ「心と口と行いと命もて」 BWV147から 「主よ，人の望みの喜びよ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「ハリーの不思議な世界」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「プロローグ」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の歌」
ミヨー フランス組曲 作品248から「プロヴァンス」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
J.ウィリアムズ／木島由美子 編 「ハリー・ポッター・ハイライト」から 「クィディッチ・マーチ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

2012.12.10 山形県立鶴岡高等養護学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.12.18 大蔵中学校 大蔵村中央公民館 佐藤寿一

2012.11.28 米沢養護学校 同校体育館 佐藤寿一

2012.12.4
山形交響楽団スペシャルコンサート「八
神純子 山響と歌う＆トーク」

山形テルサホール 飯森範親
歌／八神純子、スペ
シャルトークゲスト／
奥田政行



ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「ハウルの動く城」から「 人生のメリーゴーランド」）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「崖の上のポニョ」から「 崖の上のポニョ」 ）
久石譲／木島由美子 編 ジブリメドレー2009（映画「千と千尋の神隠し」から 「いつも何度でも」）
スーザ 星条旗よ永遠なれ
民謡／村川千秋 編 最上川舟歌
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
モーツァルト 交響曲 ニ長調 K.81
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
民謡 八木節
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

中島恒雄 明野小学校校歌
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
民謡 八木節
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
迫新一郎 宮前小学校校歌
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
芥川也寸志 稲毛小学校校歌
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
民謡 八木節
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281
杉本竜一／山形交響楽団 編 Believe
久石譲／浜野正 編 映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
久石譲／浜野正 編 映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
久石譲／浜野正 編 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
スーザ 星条旗よ永遠なれ
モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
ドビュッシー 「版画」から「雨の庭」
ビゼー 「カルメン」組曲 第1番 から「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」 
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲

村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）

いずみたく／山形交響楽団 編 手にひらを太陽に

久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

2013.2.10
復興支援･子育て応援演奏会「親子で
たのしいオーケストラ」

新庄市民プラザ 工藤俊幸
うた･司会／髙橋寛、
うた／髙橋まり子、か
たり／板垣幸江

2013.2.8 東根市立大富小学校 同校体育館 工藤俊幸

2013.2.8 東根市立大富中学校 同校体育館 工藤俊幸

2013.1.24 宮前小学校 同校体育館 工藤俊幸

2013.1.25 稲毛小学校 同校体育館 工藤俊幸

2013.1.10 庄内定期演奏会 第20回鶴岡公演 鶴岡市文化会館 飯森範親 Vn. 南 紫音

2013.1.23 明野小学校 同校体育館 工藤俊幸

2012.12.18 大蔵中学校 大蔵村中央公民館 佐藤寿一



J.シュトラウス オーケストラを指揮してみよう（ラデツキー行進曲 作品228）

高附恵子／木島由美子 編 いそがしいしごと

アメリカ民謡／木島由美子 編 アルプス一万尺

賛美歌／木島由美子 編 アメイジング・グレイス

R.ロジャーズ／木島由美子 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」

村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）

乾裕樹／木島由美子 編 パンダうさぎコアラ

L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲） 第1楽章

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」

村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）

木島由美子 音楽絵本読み語り「はるをさがしに」(亀岡亜希子作)

J.シュトラウス オーケストラを指揮してみよう（ラデツキー行進曲 作品228）

木島由美子 音楽絵本読み語り「はるをさがしに」(亀岡亜希子作)

賛美歌／木島由美子 編 アメイジング・グレイス

村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）

村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」

L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲） 第1楽章

R.ロジャーズ／木島由美子 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」

高附恵子／木島由美子 編 いそがしいしごと

2013.2.10
復興支援･子育て応援演奏会「親子で
たのしいオーケストラ」

新庄市民プラザ 工藤俊幸
うた･司会／髙橋寛、
うた／髙橋まり子、か
たり／板垣幸江

2013.2.11
復興支援･子育て応援演奏会「親子で
たのしいオーケストラ」

山形市民会館 工藤俊幸
うた･司会／髙橋寛、
うた／髙橋まり子、か
たり／板垣幸江



乾裕樹／木島由美子 編 パンダうさぎコアラ

アメリカ民謡／木島由美子 編 アルプス一万尺

久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

いずみたく／山形交響楽団 編 手のひらを太陽に

村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）

モーツァルト 交響曲 ニ長調 K.81

モーツァルト ミサ曲 ハ短調 K.427（417a）
松尾秀信／佐藤寿一 編 柏第六小学校校歌
民謡 八木節
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
中島巌／佐藤寿一 編 松葉第二小学校校歌
民謡 八木節
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
民謡 八木節
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269 第1楽
章

スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
久石譲／山形交響楽団 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
飯田楽童／佐藤寿一 編 長田小学校校歌
ドヴォルザーク 交響詩「英雄の歌」 作品111
アーノルド 4つのスコットランド舞曲

2013.3.10 庄内定期演奏会 第16回酒田公演 酒田市民会館「希望ホール」 工藤俊幸 メンデルスゾーン 交響曲 第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲） 第1楽章
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
R.ロジャーズ／木島由美子 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」
いずみたく／山形交響楽団 編 手のひらを太陽に
アメリカ民謡／木島由美子 編 アルプス一万尺
乾裕樹／木島由美子 編 パンダうさぎコアラ
賛美歌／木島由美子 編 アメイジング・グレイス
高附恵子／木島由美子 編 いそがしいしごと
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
木島由美子 音楽絵本読み語り「はるをさがしに」(亀岡亜希子作)
いずみたく／山形交響楽団 編 手のひらを太陽に
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」

2013.3.26
子育て応援コンサート「0才児からの音
楽会」

大江町ふれあい会館 大井剛史

うた／髙橋寛、髙橋ま
り子、羽陽学園短期
大学AVANTI(保育者
の卵たち)
かたり／板垣幸江

2013.3.10 庄内定期演奏会 第16回酒田公演 酒田市民会館「希望ホール」 大井剛史

2013.3.26
復興支援･子育て応援演奏会「親子で
たのしいオーケストラ」

東根市さくらんぼタントクルセンター大井剛史

うた／髙橋寛、髙橋ま
り子、羽陽学園短期
大学AVANTI(保育者
の卵たち)
かたり／板垣幸江

2013.2.20 柏市立松葉第二小学校 同校体育館 工藤俊幸

2013.2.21 長田小学校 同校体育館 工藤俊幸

2013.2.16
飯森＆山響 モーツァルトシンフォニー
サイクル「アマデウスへの旅」<第六年>
交響曲全曲演奏定期演奏会　第18回

山形テルサホール 飯森範親

Sop. 吉原圭子、富岡
明子、Ten. 児玉和弘
Bs. 与那城敬、合唱／
山響アマデウスコア

2013.2.19 柏市立柏第六小学校 同校体育館 工藤俊幸

2013.2.11
復興支援･子育て応援演奏会「親子で
たのしいオーケストラ」

山形市民会館 工藤俊幸
うた･司会／髙橋寛、
うた／髙橋まり子、か
たり／板垣幸江



L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲） 第1楽章
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
R.ロジャーズ／木島由美子 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」
賛美歌／木島由美子 編 アメイジング・グレイス
高附恵子／木島由美子 編 いそがしいしごと
乾裕樹／木島由美子 編 パンダうさぎコアラ

アメリカ民謡／木島由美子 編 アルプス一万尺
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
木島由美子 音楽絵本読み語り「はるをさがしに」(亀岡亜希子作)
賛美歌／木島由美子 編 アメイジング・グレイス
乾裕樹／木島由美子 編 パンダうさぎコアラ
村川千秋 音楽なぞなぞ（たぬき）
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲） 第1楽章
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウス 指揮者コーナー（ラデツキー行進曲 作品228）
村川千秋 音楽なぞなぞ（うさぎ）
いずみたく／山形交響楽団 編 手のひらを太陽に
アメリカ民謡／木島由美子 編 アルプス一万尺
村川千秋 音楽なぞなぞ（ぞう）
高附恵子／木島由美子 編 いそがしいしごと
R.ロジャーズ／木島由美子 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」
木島由美子 音楽絵本読み語り「はるをさがしに」(亀岡亜希子作)

2013.3.26
子育て応援コンサート「0才児からの音
楽会」

大江町ふれあい会館 大井剛史

うた／髙橋寛、髙橋ま
り子、羽陽学園短期
大学AVANTI(保育者
の卵たち)
かたり／板垣幸江

2013.3.27
復興支援･子育て応援演奏会「親子で
たのしいオーケストラ」

伝国の杜 置賜文化ホール 大井剛史

うた／髙橋寛、髙橋ま
り子、羽陽学園短期
大学AVANTI(保育者
の卵たち)
かたり／板垣幸江



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
ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲
ワーグナー/モットル編 ヴェーゼンドンクの5つの詩
ブルックナー 交響曲 第3番 ニ短調 「ワーグナー」
グリエール ハープ協奏曲 変ホ長調 作品74
三善晃 弦の星たち
ラウタヴァーラ 「カントゥス・アルクティクス」～鳥と管弦楽のための協奏曲 作品61
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 「シュトラスブルガー」
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
リャードフ 魔法にかけられた湖 作品62
ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
シューマン 交響曲 第4番 ニ短調 作品120
コルンゴルド ヴァイオリン協奏曲 二長調 作品35
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 作品24
ウェーバー 歌劇「オベロン」 序曲
ワーグナー ヴェーゼンドンク歌曲集
ブルックナー 交響曲 第3番 「ワーグナー」
フォーレ 「ペレアスとメリザンド」 作品80
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ウェーバー クラリネット・コンチェルティーノ ハ短調・変ホ長調 作品26
西村朗 クラリネットと弦楽のための協奏曲「第一のバルド」
ドビュッシー 交響詩「海」

2012.11.3 群馬交響楽団と着物で歌おう　第九演奏会 桐生市市民文化会館 広上淳一
Sop. 腰越満美、Ms. 金子美香、Ten. 吉田浩
之、
Bar. 佐藤泰弘　合唱：群響と着物で歌おう第

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

山田耕筰 序曲 ニ長調

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番 作品72b

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 K.527
J.シュトラウスⅡ ワルツ「春の声」 作品410
J.シュトラウスⅡ アンネン・ポルカ 作品117
ブラームス ハンガリー舞曲 第5番 嬰へ短調
ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第2番 ホ短調 作品46-2
ヨーゼフ・シュトラウス 鍛冶屋のポルカ 作品269
アンダーソン ブルー･タンゴ
アンダーソン ワルツィング・キャット
シベリウス 「悲しいワルツ」 作品44
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」

音楽教室（Ｂプログラム） チャイコフスキー 「眠れる森の美女」
音楽教室（Ｃプログラム） ベートーヴェン 交響曲 第6番「田園」 ヘ長調 作品68

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ラヴェル 「マ・メール・ロワ」より管弦楽組曲版
ビゼー 歌劇「カルメン」よりハイライト

独唱曲
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 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より 第2楽章 KV525
ヘンデル 「水上の音楽」第2組曲より 「アラ・ホーンパイプ」 ニ長調
J.シュトラウスⅡ エジプト行進曲 作品335
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ「おしゃべりなかわいい口」 作品245
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
グリーグ 「トロルドハウゲンの婚礼日」 抒情小曲集 第8巻 作品65-6
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

大きな古時計
子どもの世界

杉本竜一 Believe
翼をください

スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
エルガー 弦楽セレナード ホ短調 作品20 第2楽章
ブリテン 「シンプル・シンフォニー」より 第2楽章
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」より 第2幕「4羽の白鳥」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」より 「トレパック」（木管五重奏）
アンダーソン タイプライター
ヨーゼフ・シュトラウス 鍛冶屋のポルカ 作品269
シュトラウスⅠ ラデツキー行進曲
エルガー 行進曲「威風堂々」 第1番 ニ長調 作品39
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

大きな古時計
子どもの世界

杉本竜一 Believe
翼をください

2012.12.24 佐野市第９演奏会 佐野市文化会館 渡邊一正
Sop.鵜木絵里　Ms.松浦麗　Ten.望月哲也　
Bar.小川裕二、合唱：佐野第九合唱団

音楽教室（プログラムⅠ）

音楽教室（プログラムⅡ）

音楽教室（Ａプログラム）

鈴木織衛　　　　　　　
大井剛史　　　　　　　
上野正博　　　　　　　
松元宏康　　　　　　　
松井慶太　　　　　　　
角田鋼亮

音楽教室（Ｄプログラム）

2012.12.8 館林第９演奏会 館林市文化会館 湯浅卓雄
Sop.木下美穂子　Ms.重松みか　
Ten.井ノ上了吏　Bar.多田羅迪夫

2012.12.23 足利市第９演奏会 足利市民会館 黒岩英臣
Sop. 佐竹由美、Ms. 井坂惠、Ten.上原政敏、
Bar.宮本益光、合唱：足利市民合唱団

2013.3.15 東京公演 すみだトリフォニーホール ダニエル・クライナー Pf.横山幸雄

2012.8.16 2012群響サマーコンサート 群馬音楽センター 三ツ橋敬子 Cl.カール・ライスター

2013.1.20 第48回まえばし市民名曲コンサート 前橋市民文化会館 下野竜也 Vn.南紫音

2012.7.19 東京公演 すみだトリフォニーホール 沼尻竜典 Ms.小川明子

2012.4.21 オープニングコンサート 群馬音楽センター マックス・ポンマー Vn.:日下紗矢子

2012.7.7 第47回まえばし市民名曲コンサート 前橋市民文化会館 ドリアン・ウィルソン Pf.菊池洋子

2012.7.21 第33回東毛定期演奏会 新田文化会館 沼尻竜典 Ms.小川明子

2013.2.24 第34回東毛定期演奏会 桐生市市民文化会館 広上淳一 Hp.吉野直子　



サン＝サーンス 交響詩「死の舞踏」 作品40
アンダーソン チキン・リール
モーツァルト／グリーグ 編 ピアノ・ソナタ第16番 ハ長調 K. 545　（2台ピアノ編 EG 113）
伊福部昭／川上肇 編 ゴジラのテーマ 
酒井省吾 ポケットモンスターメドレー
J.ウィリアムズ 「ジョーズ」組曲から 「メインタイトル」

チャイコフスキー
バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」 「4羽の白鳥の踊り」「チャール
ダーシュ」

アンダーソン ホーム・ストレッチ
アンダーソン 踊る子猫
J.ウィリアムズ 映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「クィディッチ・マーチ」
J.ウィリアムズ オリンピック・スピリット
サン＝サーンス 組曲「動物の謝肉祭」

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

J.ウィリアムズ 「ジョーズ」組曲から 「メインタイトル」
アンダーソン チキン・リール
J.ウィリアムズ 映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「クィディッチ・マーチ」
アンダーソン 踊る子猫
アンダーソン ホーム・ストレッチ
サン＝サーンス 組曲「動物の謝肉祭」
サン＝サーンス 交響詩「死の舞踏」 作品40
酒井省吾 ポケットモンスターメドレー
伊福部昭／川上肇 編 ゴジラのテーマ 
J.ウィリアムズ オリンピック・スピリット
モーツァルト／グリーグ 編 ピアノ・ソナタ第16番 ハ長調 K. 545 （2台ピアノ編 EG 113）

ビゼー
歌劇《カルメン》組曲より トレアドール、プレリュード、アラゴネーズ、
インテルメッツォ、セギディーリア、アルカラの竜騎兵、ジプシーの踊

リムスキー＝コルサコフ スペイン奇想曲 作品34
ロドリーゴ アランフェス協奏曲
ワーグナー 楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 KV385 「ハフナー」
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」 作品24より 「ポロネーズ」
ドビュッシー／ビュッセル編 小組曲
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」
モーツァルト 歌劇「後宮からの誘拐」序曲 KV384
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 KV219　「トルコ風」
ラヴェル 「亡き王女のためのパヴァーヌ」
フォーレ ドリー組曲 作品56
モーツァルト 「フィガロの結婚」 KV492 序曲
ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ドヴォルジャーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
グリンカ 歌劇《ルスランとリュドミラ》序曲
チャイコフスキー バレエ「くるみ割り人形」組曲 作品71a
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 KV620
モーツァルト 歌劇「魔笛」より 「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」
オッフェンバック 「ホフマン物語」より 「生垣には小鳥たち」
ヘンデル オペラ「セルセ」から アリア「オンブラ・マイ・フ（なつかしい木陰よ）」
ドヴォルジャーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲 作品437
ヴェルディ 歌劇「リゴレット」より 「慕わしき御名」
オッフェンバック 「ホフマン物語」より 「生垣には小鳥たち」
グノー 歌劇「ロメオとジュリエット」より 「私は夢に生きたい」
ドヴォルジャーク 「スラヴ舞曲集」から 第1番 第8番 作品46-1 46-8
ブラームス ハンガリー舞曲 第5番 第6番
ビゼー 小組曲「子供の遊び」
モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 KV527 序曲
モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 KV466
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67
シュトラウス2世 喜歌劇「こうもり」序曲
西村朗 ピアノ協奏曲「シャーマン」
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

高校音楽教室（プログラム９） 鈴木織衛 Pf.鈴木織衛

2013.2.3 県民の日コンサート 富岡市かぶら文化ホール 渡邊一正 Pf.花房晴美

高校音楽教室（プログラム７） 松村秀明 Sop.佐藤貴子

高校音楽教室（プログラム８） 海老原光 Sop.森美代子

高校音楽教室（プログラム５） 園田隆一郎 Pf.神谷郁代

高校音楽教室（プログラム６） 小森康弘

高校音楽教室（プログラム３） 伊藤翔

高校音楽教室（プログラム４） 大井剛史 Vn.毛利文香

高校音楽教室（プログラム１） 鈴木織衛

高校音楽教室（プログラム２） 関谷弘志 Pf.泊真美子

2012.8.5 夏休みコンサート 大泉文化むら 竹本泰蔵

2012.8.19 夏休みコンサート ベイシア文化ホール 竹本泰蔵



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
法倉雅紀 莫囂圓隣之大相七兄爪謁氣～オーケストラの為の
マクミラン ヴァイオリン協奏曲
尾高惇忠 交響曲～時の彼方へ～
リンドベルイ パラダ(2001) 

ノールショピング交響楽団のためのプレリュード
ピアノ協奏曲
管弦楽のためのラプソディ
交響曲「帰国」

ビゼー 「カルメン」組曲 から
ラヴェル ツィガーヌ
サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」
ショーソン 詩曲 作品25
ビゼー 「カルメン」組曲から
ショーソン 詩曲 作品25
サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」
ラヴェル ツィガーヌ
エルガー 愛のあいさつ 作品12
R.シュトラウス 交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 作品30
ブリテン 青少年のための管弦楽入門 作品34
J.ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」から 「スター・ウォーズのテーマ」
J.ウィリアムズ 映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「ハリーの不思議な世
ホルスト 組曲「惑星」 作品32から 「火星」「木星」
サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」 第2楽章第2部
J.ウィリアムズ 帝国のマーチ 
エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
杉本竜一.福嶋頼秀 編 Believe
武満徹 ハロー・スロー・ザ・ウィンド
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
武満徹 ハロー・スロー・ザ・ウィンド
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
武満徹 ハロー・スロー・ザ・ウィンド
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
武満徹 ハロー・スロー・ザ・ウィンド
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番 作品72b

2012.12.22 ベートーヴェン｢第9｣演奏会 ＮＨＫホール ロジャー・ノリントン

Sop. クラウディア・バラインスキ、
Alt.ウルリケ・ヘルツェル
Ten. トーマス･モア、Bar. ロバート･ボー
ク、

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012.12.27 ベートーヴェン｢第9｣演奏会 サントリーホール ロジャー・ノリントン

Sop. クラウディア・バラインスキ、
Alt.ウルリケ・ヘルツェル
Ten. トーマス･モア、Bar. ロバート･ボー
ク、

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ヴィエルヌ 24の幻想的小品作品54 組曲第3番「ウェストミンスターの鐘」

ギルマン ヘンデルの主題によるパラフレーズ

J.S.バッハ.デュリュフレ　編
カンタータ「心と口と行いと命もて」 BWV147から 「主よ，人の望
みの喜びよ」

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
J.S.バッハ.ストコフスキー編 アリア

Org. 勝山雅世

2013.1.31 NHK交響楽団演奏会 浜松公演 アクトシティ浜松　大ホール 下野竜也 Pf. インゴルフ・ヴンダー

2012.10.29 NHK音楽祭2012 ＮＨＫホール ロリン・マゼール

2012.12.27 ベートーヴェン｢第9｣演奏会 サントリーホール ロジャー・ノリントン

2012.8.25
帯広市130年・市制施行80年記念 
NHK交響楽団演奏会 帯広公演

帯広市民文化ホール 尾高忠明 Pf. 小山実稚恵

2012.8.26
NHK釧路放送局開局75周年記念
 NHK交響楽団演奏会　釧路公演

釧路市民文化会館 尾高忠明 Pf. 小山実稚恵

2012.8.23 NHK交響楽団演奏会 旭川公演 旭川市民文化会館 尾高忠明 Pf. 小山実稚恵

2012.8.24 NHK交響楽団演奏会 札幌公演 札幌コンサートホール Kitara 尾高忠明 Pf. 小山実稚恵

2012.7.22 第14回 NHK交響楽団松山定期演奏会 ひめぎんホール メインホール ジョン・アクセルロッド Vn. レイチェル・コリー・ダルバ

2012.8.5 夏休み特別公演 N響ほっとコンサート ＮＨＫホール 山下　一史
ナビゲーター：
渡邊佐和子（NHKアナウンサー）

外山雄三

2012.7.20 N響｢夏｣2012 ＮＨＫホール ジョン・アクセルロッド Vn. レイチェル・コリー・ダルバ

2012.6.29 Music Tomorrow 2012 東京オペラシティコンサートホール ジェームズ･マクミランVn. 諏訪内晶子

2012.7.4 音楽とともに 外山雄三の世界 サントリーホール 外山雄三, 広上淳一 Pf. 中村紘子



ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
J.S.バッハ.ストコフスキー編 アリア
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
J.S.バッハ.ストコフスキー編 アリア
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
J.S.バッハ.ストコフスキー編 アリア
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」
リスト 交響詩「前奏曲」
リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

Vc.横坂 源 チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
Vn. 山根一仁 ラロ ニ短調 作品21 第1楽章 第4楽章 第5楽章
Pf. 外山啓介 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」

2013.2.28 N響チャリティーコンサートHOPE ＮＨＫホール 渡邊一正

2013.2.3 NHK交響楽団演奏会 富山公演 富山市芸術文化ホール 下野竜也 Pf. インゴルフ・ヴンダー

2013.2.24
NHK交響楽団定期演奏会
（愛知県芸術劇場シリーズ）

愛知県芸術劇場 コンサートホール 準・メルクル Pf. ヘルベルト・シュフ

2013.2.1 NHK交響楽団演奏会 岐阜公演 長良川国際会議場 下野竜也 Pf. インゴルフ・ヴンダー

2013.2.2 NHK交響楽団演奏会 金沢公演 石川県立音楽堂　コンサートホール下野竜也 Pf. インゴルフ・ヴンダー



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
グリーグ 序曲「秋に」 作品11

グリーグ 組曲「ホルベアの時代より」 作品40

グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46　 第2組曲 作品55

グリーグ 序曲「秋に」 作品11
グリーグ 組曲「ホルベアの時代より」 作品40
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46　 第2組曲 作品55

かっぱ寿司CMソング
チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
田中正史 妖怪人間ベム
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 第4楽章
坂田晃一／鈴木隆太 編 「コクリコ坂から」から「さよならの夏」
ワーグナー 歌劇「ローエングリン」から 「エルザの大聖堂への行進」
ブリテン シンプル・シンフォニー 作品4 第１楽章
シベリウス 組曲「カレリア」から 「行進曲風に」 作品11-3
ロータ ロミオとジュリエット
服部正／鈴木隆太 編 ラジオ体操第１
アンダーソン 母さんの口笛
プロコフィエフ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 作品64（抜粋）
E.シュトラウス ポルカ「パワー全開」 作品70
フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80から 「シチリアーノ」
杉浦邦弘 編 音楽物語「ロメ男くんとジュリ恵ちゃん」
池頼広 家政婦のミタ
すぎやまこういち G1ファンファーレ
宮下浩司 マル・マル・モリ・モリ!
ショア 交響組曲「ロード・オブ・ザ・リング」
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
R.シュトラウス 組曲「町人貴族」 作品60
ワーグナー／モットル編 ヴェーゼンドンクの5つの詩
ワーグナー／モットル 編 ヴェーゼンドンクの5つの詩
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
R.シュトラウス 組曲「町人貴族」 作品60
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ドビュッシー 「海」～3つの交響的素描
ブリテン 4つの海の間奏曲 作品33a
ワーグナー 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ワーグナー 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
ブリテン 4つの海の間奏曲 作品33a
ドビュッシー 「海」～3つの交響的素描
R.シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550
R.シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550
チャイコフスキー バレエ組曲「眠りの森の美女」 作品66a
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
チャイコフスキー バレエ組曲「眠りの森の美女」 作品66a
グレイ／宮川彬良 編 サンダーバード
宮川彬良 風のオリヴァストロ
モーツァルト／宮川彬良 編 アイネ・クライネ・“タンゴ”ムジーク
宮川泰 宇宙戦艦ヤマト
シフリン ／宮川彬良 編 燃えよドラゴン!
グリーンフィールド／宮川彬良 編 奥様は魔女
リチャード・M.シャーマン＋ロバート・
B.シャーマン／宮川彬良 編

メリー・ポピンズ・メドレー

宮川泰／宮川彬良 編 恋のバカンス
宮川彬良 音楽劇「ハムレット」から5つの主題
ベートーヴェン、プラド／宮川彬良 シンフォニック！マンボNo.5
リオ テキーラ
ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」から 「火祭りの踊り」

2012.7.29 新日本フィル・サマーコンサート2012「世界をめぐる音楽の夏旅」 すみだトリフォニーホール 小松長生 Nar.堀江一眞

2012.7.14 第23回新・クラシックへの扉　土曜午後２時のコンサート すみだトリフォニーホール 三ツ橋敬子

2012.7.28 コンチェルタンテII 文京シビックホール 宮川彬良

2012.6.16 第22回新・クラシックへの扉　土曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール デリック・イノウエ Vc.川上 徹、Va.篠崎友美

2012.7.13 第23回新・クラシックへの扉　金曜午後２時のコンサート すみだトリフォニーホール 三ツ橋敬子

2012.5.12 第21回新・クラシックへの扉　土曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール クリスティアン・アルミンク

2012.6.15 第22回新・クラシックへの扉　金曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール デリック・イノウエ Vc.川上 徹、Va.篠崎友美

2012.5.7 新日本フィル創立40周年記念特別演奏会 すみだトリフォニーホール ダニエル・ハーディング Ms. 藤村実穂子

2012.5.11 第21回新・クラシックへの扉　金曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール クリスティアン・アルミンク

2012.4.28 すみだ”家庭の日”協賛親子コンサート　オーケストラ〈オモシロ探偵団〉IIIすみだトリフォニーホール 下野竜也 Guest.古今亭志ん輔

2012.5.5 新日本フィル創立40周年記念特別演奏会 サントリーホール ダニエル・ハーディング Ms. 藤村実穂子

2012.4.6 第20回新・クラシックへの扉　金曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール 下野竜也 Sop.半田美和子

2012.4.7 第20回新・クラシックへの扉　土曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール 下野竜也 Sop.半田美和子



グローフェ 組曲「グランド・キャニオン」から 「山道を行く」
アンダーソン セレナータ
ガーシュイン キューバ序曲
グローフェ 組曲「グランド・キャニオン」から 「山道を行く」
アンダーソン クラシカル・ジュークボックス
小山清茂 管弦楽のための「木挽唄」から 「盆踊り」
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲 から「イタリアーナ」 
ヴィラ＝ロボス ブラジル風バッハ 第2番から「トッカータ」
J.シュトラウス 芸術家のカドリーユ 作品201
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
アンダーソン サマー・スカイズ
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「山の魔王の宮殿にて」
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ「休暇旅行で」 作品133
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 第1楽章
バーバー 弦楽のためのアダージョ
バーンスタイン 「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「シンフォニック・ダンス」
ガーシュイン キューバ序曲
コープランド 市民のためのファンファーレ
久石譲 映画「はるか、ノスタルジィ」から 「TANGO X.T.C」
久石譲 映画「ハウルの動く城」から 「人生のメリーゴーランド」 
J.ウィリアムズ 映画「シンドラーのリスト」から 「テーマ」
久石譲 ワールド・ドリームス
アダムズ ロラパルーザ
アイヴズ 答えのない問い
久石譲 映画「千と千尋の神隠し」から 「あの夏へ」

Orgn.室住素子 サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ

Pf.萩原麻未 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
Orgn.室住素子 サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」
Pf.萩原麻未 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調

ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
シューマン ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
宮川泰 宇宙戦艦ヤマト
宮川泰／宮川彬良 編 恋のバカンス
ベートーヴェン、プラド／宮川彬良 
編

シンフォニック！マンボNo.5

リチャード・M.シャーマン＋ロバート・
B.シャーマン／宮川彬良 編

メリー・ポピンズ・メドレー

リオ テキーラ
グレイ／宮川彬良 編 サンダーバード
宮川彬良 音楽劇「ハムレット」から5つの主題
宮川彬良 風のオリヴァストロ
キム・ヒョンソク 僕に来る道
モーツァルト／宮川彬良 編 アイネ・クライネ・“タンゴ”ムジーク
グリーンフィールド／宮川彬良 編 奥様は魔女
シフリン ／宮川彬良 編 燃えよドラゴン!
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92

Vn.松山冴花 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

2012.12.21 第26回新・クラシックへの扉　金曜午後２時のコンサート すみだトリフォニーホール リュウ・シャオチャ
Sop.天羽明惠無　Alt.加納悦子、
Ten.永田峰雄　Bar.キュウ・ウォン・ハ
ン

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012.12.22 第26回新・クラシックへの扉　土曜午後２時のコンサート すみだトリフォニーホール リュウ・シャオチャ
Sop.天羽明惠無　Alt.加納悦子、
Ten.永田峰雄　Bar.キュウ・ウォン・ハ
ン

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

Sop.天羽明惠無　Alt.加納悦子、
Ten.永田峰雄　Bar.キュウ・ウォン・ハ
ン
Cho.栗友会合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

Cho.栗友会合唱団 レーガー 「7つの宗教的民謡」から「おお、いとしきみどり児、やさしきイエ
ベートーヴェン 劇音楽「エグモント」序曲 作品84
ベートーヴェン 劇音楽「エグモント」序曲 作品84

Cho.栗友会合唱団 レーガー 「7つの宗教的民謡」から「おお、いとしきみどり児、やさしきイエ

2012.12.23 『第九』特別演奏会2012 すみだトリフォニーホール リュウ・シャオチャ

2012.12.24 『第九』特別演奏会2012 Bunkamuraオーチャードホール リュウ・シャオチャ

2012.10.8 コンチェルタンテⅡ 川口総合文化センター・リリア 宮川彬良

2012.10.20 第80回多摩定期 パルテノン多摩 飯守泰次郎

2012.8.31 第25回新・クラシックへの扉　金曜午後２時のコンサート すみだトリフォニーホール クリスティアン・アルミンク Pf.弓張美季

2012.9.1 第25回新・クラシックへの扉　土曜午後２時のコンサート すみだトリフォニーホール クリスティアン・アルミンク Pf.弓張美季

2012.8.10 第24回新・クラシックへの扉　金曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール 山田和樹

2012.8.11 第24回新・クラシックへの扉　土曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール 山田和樹

2012.7.29 新日本フィル・サマーコンサート2012「世界をめぐる音楽の夏旅」 すみだトリフォニーホール 小松長生 Nar.堀江一眞

2012.8.4 ペンション・ファンド・コンサート「アメリカン・ミュージック・ヒストリー」すみだトリフォニーホール 久石 譲



Sop.天羽明惠無　Alt.加納悦子、
Ten.永田峰雄　Bar.キュウ・ウォン・ハ
ン
Cho.栗友会合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ベートーヴェン 劇音楽「エグモント」序曲 作品84
ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
レーガー 「7つの宗教的民謡」から「おお、いとしきみどり児、やさしきイエ
デビッド＋ホフマン 「ディズニー・シンフォニック・パレード」から「ビビディバビディブー」
宮川彬良 風のオリヴァストロ
鈴木庸一 東京ドドンパ娘
宮川彬良 編 ディズニー・シンフォニック・パレード
宮川彬良 マツケンサンバⅡ
ウルベル 「ディズニー・シンフォニック・パレード」から「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」
チャーチル 「ディズニー・シンフォニック・パレード」から「口笛を吹いて働こう」
ハーライン 「ディズニー・シンフォニック・パレード」から「ヘイ・ディドゥル・ディ・ディ」
いずみたく／宮川彬良 編 見上げてごらん夜の星を
黒人霊歌 深い河
ウォレス 「ディズニー・シンフォニック・パレード」から「リーダーにつづけ」
ドッド 「ディズニー・シンフォニック・パレード」から「ミッキーマウス・マーチ」
宮川彬良 雨のしずく
服部良一／宮川彬良 編 東京の屋根の下
バーンスタイン 「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「アメリカ」
宮川泰 宇宙戦艦ヤマト
ガーシュイン／宮川彬良 編 ガーシュイン・メドレー
リチャード・M.シャーマン＋ロバート・
B.シャーマン

「ディズニー・シンフォニック・パレード」から「小さな世界」

宮川彬良 海と太陽
宮川彬良 雪のひとひら
山田耕筰 からたちの花
ベートーヴェン、プラド／宮川彬良 シンフォニック！マンボNo.5

服部良一 東京ブギウギ
宮川泰 若いってすばらしい
宮川泰 東京たそがれ（ウナ・セラ・ディ東京）
ラフマニノフ／宮川彬良 編 愛のシンフォニー
J.シュトラウスⅡ エジプト行進曲 作品335
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ヴォーン＝ウィリアムズ バス・テューバと管弦楽のための協奏曲 ヘ短調
E.シュトラウス ポルカ「テープは切られた」 作品45
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウスⅡ ワルツ「酒，女，歌」 作品333
ヨーゼフ・シュトラウス 鍛冶屋のポルカ 作品269
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
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88

Vn.シン・ヒョンス ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
J.S.バッハ／レーガー 編 コラール前奏曲「おお人よ，汝の罪の大いなるを嘆け」 BWV622
R.シュトラウス オーボエ協奏曲 ニ長調
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」から「ポロネーズ」
チャイコフスキー 交響曲第５番 ホ短調 作品64
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第１番 変ロ長調 作品23
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ブルックナー 交響曲 第9番 ニ短調（ノヴァーク版）

2013.1.18 第81回多摩定期 パルテノン多摩　大ホール インゴ・メッツマッハー

Ob.セリーヌ・モワネ

2012.6.3 第79回多摩定期 パルテノン多摩　大ホール アンドリス・ポーガ Pf.児玉麻里

2013.3.9 第28回新・クラシックへの扉　土曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール クリスティアン・アルミンク

2013.3.23 第82回多摩定期 パルテノン多摩　大ホール 下野竜也

2013.2.9 第27回新・クラシックへの扉　土曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール ヴォルフ=ディーター・ハウシルト

2013.3.8 第28回新・クラシックへの扉　金曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール クリスティアン・アルミンク Vn.シン・ヒョンス

2013.1.3 ニューイヤー・コンサート2013　一年の計はお正月にあり すみだトリフォニーホール 梅田俊明
司会：田添菜穂子
Tub.佐藤和彦

2013.2.8 第27回新・クラシックへの扉　金曜午後2時のコンサート すみだトリフォニーホール ヴォルフ=ディーター・ハウシルト

2012.12.25 『第九』特別演奏会2012 サントリーホール リュウ・シャオチャ
Sop.天羽明惠無　Alt.加納悦子、
Ten.永田峰雄　Bar.キュウ・ウォン・ハ
ン

2012.12.31

ドン．キホーテ presents コンチェルタンテ・スーパー　宮川彬良
vs
新日本フィルハーモニー交響楽団　超!年越しコンサート 2012→
2013

すみだトリフォニーホール 宮川彬良
Vn.古澤 巌、Cho.栗友会合唱団、
合唱指揮：栗山文昭
合唱副指揮：横山琢哉

2012.12.24 『第九』特別演奏会2012 Bunkamuraオーチャードホール リュウ・シャオチャ



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
ラフマニノフ ヴォカリーズ 作品34-14
マーラー 歌曲集「子どもの魔法の角笛」から
スクリャービン 交響曲 第2番 ハ短調 作品29
新川奈津子 キンダーオーバーチュア
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
ホルスト セント・ポール組曲 作品29-2 第4楽章
民謡 ハイランド・カテドラル
石川亮太　編 四季の童謡メドレー
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39
R.シュトラウス 交響詩「マクベス」 作品23
モーツァルト ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453
バルトーク 管弦楽のための協奏曲
モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」序曲 K.588
モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
細川俊夫 ピアノとオーケストラのための「月夜の蓮」
モーツァルト 交響曲第29番イ長調　K.201
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
モーツァルト ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595
ショスタコーヴィチ 交響曲 第4番 ハ短調 作品43

J.S.バッハ
シャコンヌ
（原曲：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004）

J.S.バッハ ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 BWV1041
メンデルスゾーン ヴァイオリン，ピアノと弦楽のための協奏曲 ニ短調
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
マーラー 歌曲集「子どもの魔法の角笛」から 「番兵の夜の歌」
マーラー 歌曲集「子どもの魔法の角笛」から 「だれがこの歌を作ったのだろう」
マーラー 歌曲集「子どもの魔法の角笛」から 「ラインの伝説」
マーラー 歌曲種「子どもの魔法の角笛」から 「この世の生活」
マーラー 歌曲集「子どもの魔法の角笛」から「原光」 
マーラー 歌曲集「子どもの魔法の角笛」から 「美しいトランペットが鳴り響く所」
マーラー 歌曲集「子どもの魔法の角笛」から 「高い知性への賛美」
ブルックナー 交響曲 第6番 イ長調

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集
第1番 ホ長調 「春」 RV.269

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集
第4番 ヘ短調 「冬」 RV.297

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228

千住明 オペラ「万葉集」から「明日香編」

千住明 オペラ「万葉集」から「二上挽歌編」

マーラー 亡き子をしのぶ歌
フォーレ 組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80
ドビュッシー 交響詩「海」

2013.2.10 川崎定期演奏会　第39回 横浜みなとみらいホール ユベール・スダーン コントラルト　ナタリー・シュトゥッツマン

2013.1.14 ニューイヤーコンサート2013 横須賀芸術劇場 秋山和慶 Pf. 中村紘子

2013.1.19 東京オペラシティシリーズ　第71回 東京オペラシティコンサートホール 大友直人

Sop.小林沙羅
Ms.谷口睦美
Ten. 吉田浩之
Bar.福島明也
合唱：東響コーラス

2013.1.6 ニューイヤーコンサート2013 サントリーホール 秋山和慶 Pf. 中村紘子

2013.1.13 ニューイヤーコンサート2013 オリンパスホール八王子 秋山和慶 Pf. 中村紘子

2012.12.1 川崎定期演奏会　第38回 横浜みなとみらいホール ユベール・スダーン Sop. クリスティアーネ・エルツェ

2012.12.28
2012.12.29

第九と四季 サントリーホール 秋山和慶

Vn.小林美樹
Sop. 文屋小百合　
Aｌｔ. 清水華澄
Ten. カルステン・ズュース
Bar. アッティラ・ユン
合唱：東響コーラス

2012.9.17 川崎定期演奏会　第37回 横浜みなとみらいホール ヴァイシリー・シナイスキー Ｐｆ　デジュ・ラーンキ

2012.11.10 東京オペラシティシリーズ　第70回 東京オペラシティコンサートホール ネマニャ・ラドゥロヴィチ Vn. ネマニャ・ラドゥロヴィチ

2012.7.14 東京オペラシティシリーズ　第68回 オペラシティ　コンサートホール 秋山和慶 Pｆ. 児玉桃

2012.9.8 東京オペラシティシリーズ　第69回 オペラシティ　コンサートホール マーク・ウィグルスワース Ｖｎ　アラベラ・美歩・シュタインバッハー

2012.5.11 東京オペラシティシリーズ　第67回 東京オペラシティコンサートホール サンットゥ＝マティアス・ロウヴァリ

2012.6.10 川崎定期演奏会　第36回 横浜みなとみらいホール ゾルタン・コチシュ Pf. ゾルタン・コチシュ

2012.4.14 川崎定期演奏会　第35回 横浜みなとみらいホール 大友直人 Ｂａｒ.　トーマス・バウアー

2012.4.30 0歳からのオーケストラ 川崎市教育文化会館 堀俊輔
ズーラシアンブラス、
バグパイプ＆クラリネット十亀正司



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 ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」 K.492から 「恋人よ、早くここへ」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」 K.492から 「さあ，ひざまずいて」
モーツァルト アリア「あなたには熱烈な恋人のような真心がある」 K.217
モーツァルト 交響曲 第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」

2013.3.2 東京オペラシティシリーズ　第72回　 東京オペラシティコンサートホール ユベール・スダーン
Sop. 新垣有希子
Vn. 戸田弥生



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
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ウェーバー 歌劇「オイリアンテ」序曲 作品81
メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43
ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

2012.12.28 第九特別演奏会 東京文化会館 大ホール 飯守泰次郎

Sp：佐々木典子
Ms：小山由美
Tn：望月哲也 
Br：大沼徹
合唱：東京シティ・フィル・コーア
合唱指揮：藤丸崇浩

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「幽霊船」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「村」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「ローリングダイス」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「ジパング」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「街」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「王宮のロンド」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「ロトのテーマ」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「ゾーマ城」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「冒険の旅」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「戦闘のテーマ」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「まどろみの中で」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「ピラミッド」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「ダンジョン」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「勇者の挑戦」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「アレフガルドにて」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「戦いのとき」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「海を越えて」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「ほこら」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「鎮魂歌」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「回想」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「そして伝説へ･･･」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「塔」
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストIII」から「おおぞらをとぶ」
ビゼー 「アルルの女」原典版から
ストラヴィンスキー 「兵士の物語」（組曲版）
ドビュッシー／シェーンベルク 編 牧神の午後への前奏曲
岡野貞一／榊原栄 編 ふるさと
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
杉本竜一／田久保裕一 編 Believe
メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
J.シュトラウスⅡ ポルカ「百発百中」作品 326
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 第1楽章
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「パストラール」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

2013.3.20
フランス音楽の彩と翳 
～ アンサンブルの楽しみ

東京オペラシティ　リサイタルホール 矢崎彦太郎
語り：中井美穂
語り：矢崎彦太郎
Pf：菊地裕介

2013.3.24 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団　オケの日 ティアラこうとう (江東公会堂) 海老原光

2012.11.3 第31回ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう (江東公会堂) 矢崎彦太郎 Pf：阪田知樹

2013.1.20 東京シティ・フィルのドラゴンクエスト 新宿文化センター 大ホール 井田勝大

2012.5.26 第29回ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう (江東公会堂) 宮本文昭 Vn：小林美樹

2012.7.14 第30回ティアラこうとう定期演奏会 ティアラこうとう (江東公会堂) 飯守泰次郎 Vn：小野明子



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
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲 作品77
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70
ウェーバー クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「メヌエット」
外山雄三 管弦楽のためのラプソディ
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
アンダーソン サンドペーパー・バレエ
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
外山雄三 管弦楽のためのラプソディ
アンダーソン トランペット吹きの休日
杉本竜一／和田薫 編 Believe
すぎやまこういち 都響・オーケストラクエスト
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
山田耕筰／岩河三郎 編 待ちぼうけ
外山雄三 管弦楽のためのラプソディ
杉本竜一／和田薫 編 Believe
山田耕筰／岩河三郎 編 待ちぼうけ
アンダーソン トランペット吹きの休日
すぎやまこういち 都響・オーケストラクエスト
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
ムソルグスキー／
ニコライ 編

交響詩「はげ山の一夜」

クーセヴィツキー コントラバス協奏曲 嬰ヘ短調 作品3
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」
ショスタコーヴィチ 祝典序曲 イ長調 作品96
ショスタコーヴィチ ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「剣の舞」

アイルランド民謡 ロンドンデリーの歌

ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「レズギンカ」
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「子守歌」
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「バラの乙女たちの踊り」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
ムソルグスキー／
ラヴェル 編

組曲「展覧会の絵」

ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
R.シュトラウス 交響詩「ドン・ファン」 作品20
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 作品24

2012/8/28 第739回定期演奏会　Bシリーズ サントリーホール 下野竜也 Pf. 舘野泉 一柳慧 ピアノ協奏曲 第5番「フィンランド」 （左手のためのピアノ協奏曲)

2012/9/29
「作曲家の肖像」シリーズVol.88
《マーラー》

東京芸術劇場 エリアフ・インバル

Sop. 澤畑恵美、
Ms. 竹本節子、
Chor.二期会合唱
団

マーラー 交響曲 第2番 ハ短調 「復活」

2012/8/4 プロムナードコンサートNo.350 サントリーホール ユージーン・ツィガーン
Vn. アレクサンド
ラ・スム

2012/7/15
「作曲家の肖像」シリーズVol.87 
《ショスタコーヴィチ》

サントリーホール 小泉和裕 Pf. ミハイル・ルディ

2012/7/25
第14回都響とティーンズのための
ジョイントコンサート

東京文化会館 現田茂夫

2012/5/24 品川区音楽鑑賞教室（小学校） ゆうぽうと簡易保険ホール 山下一史 Bar. 久保和範

2012/6/23 プロムナードコンサートNo.349 サントリーホール 梅田俊明 Cb. 山本修

2012/4/28 プロムナードコンサートNo.348 サントリーホール エリアフ・インバル Cl. 佐藤路世

2012/5/7 荒川区音楽鑑賞教室（中学校） 東京文化会館 高関 健



2012/10/28
「作曲家の肖像」シリーズVol.89
《マーラー》

東京芸術劇場 エリアフ・インバル

Ms. 池田香織、
女声合唱：二期会
合唱団
児童合唱：東京少
年少女合唱隊

マーラー 交響曲 第3番 ニ短調

「少年の不思議な角笛」から 「だれがこの歌を作ったのだろう」
「少年の不思議な角笛」から 「番兵の夜の歌」
「少年の不思議な角笛」から 「むだな骨折り」
「少年の不思議な角笛」から 「死んだ鼓手」
交響曲 第4番 ト長調
「少年の不思議な角笛」から 「塔の中の囚人の歌」
「少年の不思議な角笛」から 「高い知性への賛美」
交響曲 第7番 イ長調 作品92
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
「レオノーレ」序曲 第3番 作品72b

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

「レオノーレ」序曲 第3番 作品72b

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

「レオノーレ」序曲 第3番 作品72b

歌劇「フィデリオ」序曲
ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲 ハ長調 作品
交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

バーンスタイン 「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「シンフォニック・ダンス」
バーバー 弦楽のためのアダージョ
ガーシュイン パリのアメリカ人
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
バーンスタイン ｢キャンディード｣序曲
バーンスタイン ディヴェルティメント から 「ワルツ」

2013/3/17 プロムナードコンサートNo.352 サントリーホール アンドリュー・リットン Pf.山下洋輔

2013/1/27
「作曲家の肖像」シリーズVol.91
《ベートーヴェン》

東京芸術劇場 エリアフ・インバル
Pf. 清水和音、
Vn. 矢部達哉、
Vc. 向山佳絵子

ベートーヴェン

2012/12/26 都響スペシャル「第九」 サントリーホール カール＝ハインツ・シュテフェンス

Sop.澤畑恵美、
Ms.竹本節子、
Ten.福井敬、
Bar.福島明也、
合唱：二期会合唱
団

ベートーヴェン

2012/12/25 都響スペシャル「第九」 東京文化会館
カール＝ハインツ・
シュテフェンス

Sop.澤畑恵美、
Ms.竹本節子、
Ten.福井敬、
Bar.福島明也、
合唱：二期会合唱
団

ベートーヴェン

2012/12/24 都響スペシャル「第九」 東京芸術劇場
カール＝ハインツ・
シュテフェンス

Sop.澤畑恵美、
Ms.竹本節子、
Ten.福井敬、
Bar.福島明也、
合唱：二期会合唱
団

ベートーヴェン

マーラー

2012/11/23 プロムナードコンサートNo.351 サントリーホール 小泉和裕 Vn. 矢部達哉 ベートーヴェン

2012/11/3
「作曲家の肖像」シリーズVol.90
《マーラー》

東京芸術劇場 エリアフ・インバル
Bar/河野克典、
Sop/森麻季



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
越部信義 ホ！ホ！ホ！
神保彰 にじのいろとおほしさま
福田和禾子 風とパレード
坂田おさむ シアワセ
宇野誠一郎 アイアイ
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
越部信義 おもちゃのチャチャチャ
福田和禾子 バナナのおやこ
服部隆之 ジャバ・ジャバ・ビバ・ドゥー
堀井　勝美 キッチン・オーケストラ
中西圭三／小西貴雄 編 まんまるスマイル
中西圭三 ぼよよん行進曲
太田美知彦 つばさ
坂田おさむ／池毅 編 ありがとうの花
坂田おさむ シアワセ
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
堀井勝美 キッチン・オーケストラ
宇野誠一郎 アイアイ
越部信義 おもちゃのチャチャチャ
越部信義 ホ！ホ！ホ！
福田和禾子 バナナのおやこ
中西圭三／小西貴雄 編 まんまるスマイル
中西圭三 ぼよよん行進曲
坂田おさむ／池毅 編 ありがとうの花
太田美知彦 つばさ
福田和禾子 風とパレード
神保彰 にじのいろとおほしさま
服部隆之 ジャバ・ジャバ・ビバ・ドゥー
中西圭三／小西貴雄 編 まんまるスマイル
神保彰 にじのいろとおほしさま
福田和禾子 バナナのおやこ
福田和禾子 風とパレード
宇野誠一郎 アイアイ
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
越部信義 おもちゃのチャチャチャ
服部隆之 ジャバ・ジャバ・ビバ・ドゥー
堀井勝美 キッチン・オーケストラ
坂田おさむ シアワセ
中西圭三 ぼよよん行進曲
坂田おさむ／池毅 編 ありがとうの花
太田美知彦 つばさ
越部信義 ホ！ホ！ホ！
中西圭三 ぼよよん行進曲
福田和禾子 風とパレード
福田和禾子 バナナのおやこ
堀井勝美 キッチン・オーケストラ

2012.8.23
はいだしょうこファミリーコンサー
ト

大宮ソニックシティ 吉住　典洋 歌：はいだしょうこ、坂田おさむ

2012.8.24
はいだしょうこファミリーコンサー
ト

立川市市民会館 吉住　典洋 歌：はいだしょうこ、坂田おさむ

2012.8.16
はいだしょうこファミリーコンサー
ト

相模原市民会館 吉住　典洋 歌：はいだしょうこ、坂田おさむ

2012.8.18
はいだしょうこファミリーコンサー
ト

柏市民文化会館 吉住　典洋 歌：はいだしょうこ、中西　圭三



久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
宇野誠一郎 アイアイ
中西圭三／小西貴雄 編 まんまるスマイル
神保彰 にじのいろとおほしさま
坂田おさむ シアワセ
服部隆之 ジャバ・ジャバ・ビバ・ドゥー
太田美知彦 つばさ
坂田おさむ／池毅 編 ありがとうの花
越部信義 おもちゃのチャチャチャ
越部信義 ホ！ホ！ホ！
福田和禾子 バナナのおやこ
坂田おさむ シアワセ
福田和禾子 風とパレード
宇野誠一郎 アイアイ
太田美知彦 つばさ
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
中西圭三 ぼよよん行進曲
中西圭三／小西貴雄 編 まんまるスマイル
神保彰 にじのいろとおほしさま
服部隆之 ジャバ・ジャバ・ビバ・ドゥー
越部信義 ホ！ホ！ホ！
越部信義 おもちゃのチャチャチャ
坂田おさむ／池毅 編 ありがとうの花
堀井勝美 キッチン・オーケストラ
クライスラー 前奏曲とアレグロ
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
マスネ／寺嶋陸也 編 歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
クライスラー／寺嶋陸也 編 中国の太鼓 作品3
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48 第1楽章
メンデルスゾーン／寺嶋陸也 編歌曲集 作品34 から「歌の翼に」 

モーツァルト
セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・
ナハトムジーク」 第1楽章

クライスラー 愛の悲しみ
クライスラー／寺嶋陸也 編 愛の喜び
バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 
ディニク ひばり
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 
アンダソン プリンク，プランク，プルンク
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48 第1楽章
ディニク ひばり
クライスラー 前奏曲とアレグロ

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 
第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269

マスネ／寺嶋陸也 編 歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
クライスラー／寺嶋陸也 編 中国の太鼓 作品3
クライスラー 愛の悲しみ
クライスラー／寺嶋陸也 編 愛の喜び
バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 
メンデルスゾーン／寺嶋陸也 編歌曲集 作品34 から「歌の翼に」 

2012.11.11
川畠　成道ハートフルコンサート
～愛の喜び～

玉村町文化セン
ターにしきのホール

川畠　成道

2012.8.28
はいだしょうこファミリーコンサー
ト

かつしか
シンフォニーヒルズ

吉住　典洋 歌：はいだしょうこ、中西　圭三

2012.11.10
川畠成道ハートフルコンサート
～愛の喜び～

取手市民会館 川畠　成道

2012.8.24
はいだしょうこファミリーコンサー
ト

立川市市民会館 吉住　典洋 歌：はいだしょうこ、坂田おさむ



サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
アンダソン プリンク，プランク，プルンク

モーツァルト
セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・
ナハトムジーク 」第1楽章

ショパン
アンダンテ・スピアナートと華麗な大ポロネーズ 変ホ
長調 作品22

ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

ショパン
アンダンテ・スピアナートと華麗な大ポロネーズ 変ホ
長調 作品22

ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「なんと美しい絵姿」
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」 第2楽章
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527から 「恋人をなぐさめ
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 第1楽章
J.シュトラウスⅡ ピツィカート・ポルカ
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「心の庭のバラの花」
ジーツィンスキ わが夢の街ウィーン
J.シュトラウスⅡ ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「魔法の笛の音」
モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527から 「恋人をなぐさめ
J.シュトラウスⅡ ピツィカート・ポルカ
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
ハイドン 交響曲 第101番 ニ長調 「時計」 第2楽章
ハイドン 交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 第1楽章
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「心の庭のバラの花」
ジーツィンスキ わが夢の街ウィーン
J.シュトラウスⅡ ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「なんと美しい絵姿」
モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「魔法の笛の音」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492

2013.1.6 青島広志の音楽の時間ですよ 坂戸市文化会館 青島　広志 Ten. 小野勉

2012.12.9 カジュアル・クラシックス
立川市市民会館
大ホール

曽我　大介 Pf：小山実稚恵

2013.1.5 青島広志の音楽の時間ですよ
北とぴあ
さくらホール

青島　広志 Ten. 小野勉

2012.11.11
川畠　成道ハートフルコンサート
～愛の喜び～

玉村町文化セン
ターにしきのホール

川畠　成道

2012.12.8 カジュアル・クラシックス
練馬文化センター
大ホール

曽我　大介 Pf：小山実稚恵



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 曲目
レスピーギ 交響詩「ローマの松」
ハイドン チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ラヴェル ボレロ
外山雄三 管弦楽のためのラプソディ
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
リスト ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
リムスキー＝コルサコフ スペイン奇想曲 作品34
エネスコ ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11-1
外山雄三 沖縄民謡によるラプソディ
シャブリエ 狂詩曲｢スペイン｣
パーセル 「アブデラザール」組曲　第1,2,3,5,7,8,9番
ケルビーニ 交響曲 ニ長調
ベリオ フォークソングズ 
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
マルケス ダンソン 第2番
カンダー／狭間美帆 編 New York、New York 
バーンスタイン 「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「シンフォニック・ダンス」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章から
バーンスタイン 「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「マンボ」（抜粋）
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー（冒頭）
ストレイホーン A列車で行こう 
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
バーンスタイン ｢キャンディード｣序曲

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1番「春」か
ら第1楽章(冒頭）

ブラームス 大学祝典序曲 作品80

J.S.バッハ
カンタータ「心と口と行いと命もて」 BWV147から 「主よ，人の望み
の喜びよ」(第64小節〜最後)

エルガー 愛のあいさつ 作品12
ヘンデル/ハーティ 編 組曲「水上の音楽」 第1曲 第5曲 第6曲
レノン＋マッカートニー／
池辺晋一郎 編

レット・イット・ビー
アイルランド民謡 庭の千草
エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
ブリテン 青少年のための管弦楽入門 作品34
レノン＋マッカートニー／
池辺晋一郎 編

ヘルプ

ホルスト 組曲「惑星」 作品32から 「木星」
レノン＋マッカートニー イマジン
レノン＋マッカートニー／
池辺晋一郎 編

Yesterday

賛美歌 アメイジング・グレイス
J.P.モンカーヨ ウアパンゴ
ロドリーゴ アランフェス協奏曲
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
チャイコフスキー 祝典序曲「1812年」 作品49
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「金平糖の精の踊り」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「あし笛の踊り」
チャイコフスキー スラヴ行進曲 作品31

2012.10.6 第45回千葉市定期演奏会 千葉市民会館 小林 研一郎 Pf:尾崎 未空

2012.10.7 第53回午後のコンサート 東京オペラシティ・コンサートホール 小林 研一郎

2012.8.15 ハートフル コンサート2012 サントリーホール 川瀬 賢太郎
お話：黒柳徹子、
バクパイプ：東京パイプバン
ド

2012.9.13 第72回東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール アランドラ・デ･パーラ Guit：村治奏一

2012.7.19 第71回東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール  クリスチャン・バスケス Pf：中村 紘子

2012.8.4
こども音・楽・館2012　
グローバル時代に生きるちからをこどもたちに

東京オペラシティコンサートホール ダン･エッティンガー

アキコ・グレース・トリオ(ア
キコ・グレース、木村将之、
クリストファー・ハーディ)
特別出演：東京フィル ファミ
リーオーケストラ

2012.6.3 第52回午後のコンサート 東京オペラシティ コンサートホール 外山 雄三 Pf. 江口 玲

2012.6.21 第70回東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール アルベルト・ゼッダ Ms. 富岡 明子

2012.4.26 第69回東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール 尾高 忠明 Vc. 横坂 源

2012.5.2 創立100周年特別演奏会 サントリーホール チョン・ミョンフン



リゲティ アトモスフェール
リゲティ ルーマニア協奏曲
リゲティ 永遠の光
リゲティ レクイエム
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）
ムソルグスキー／
ラヴェル 編

組曲「展覧会の絵」

ブロッホ ヘブライ狂詩曲「ソロモン」

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

モーツァルト オッフェルトリウム「主の御憐れみを」K.222
モーツァルト オッフェルトリウム「主の御憐れみを」K.222

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

モーツァルト オッフェルトリウム「主の御憐れみを」K.222

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2013.1.17 第75回東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール ダン・エッティンガー

Sop. ミシェル・クライダー、
Alt. エドナ・プロフニック、
Ten. ハビエル・モレノ
Bas. 堀内 康雄、合唱：新国
立劇場合唱団

ロッシーニ 小荘厳ミサ曲

プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」から「ロメオとジュリエット」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」から 「公爵様，あなたのようなお方は」
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲 作品437
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「ヴィリアの歌」

プロコフィエフ
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 から 「モンタギュー家とキャピ
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」 から「少女ジュリエット」
プロコフィエフ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」から「騎士たちの踊り」
プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」から「ティボルトの死」
プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 から「仮面」
プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」から「ジュリエットの墓の前のロメオ」
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
ディ・クルティス 帰れソレントへ
モリコーネ/大橋晃一 編 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
カプア オー・ソレ・ミオ
デンツァ フニクリ・フニクラ
ヴェルディ 序曲「アイーダ」(スパーダ版）
ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
ポンキエッリ 歌劇「ジョコンダ」から 「時の踊り」
プッチーニ 歌劇「トスカ」から 「星は光りぬ」
ヴォルフ=フェッラーリ 歌劇「マドンナの宝石」間奏曲

2013.2.2 響きの森クラシック・シリーズ Vol. 43 文京シビックホール 小林 研一郎 Pf：仲道 郁代

2013.2.11 第55回午後のコンサート 東京オペラシティ コンサートホール 三ツ橋 敬子 Ten. 中鉢 聡

2012.12.23 ベートーヴェン『第九』特別演奏会 オーチャードホール 大植 英次

Sop. アンナ・ガブラー、
Alt. スザンネ・シェファー、
Ten.ヨセフ・カン
Bar.アンドレアス・バウ
アー、合唱：東京オペラシン
ガーズ

2013.1.20 第54回午後のコンサート 東京オペラシティ コンサートホール ダン・エッティンガー Sop. 吉原 圭子

2012.12.21 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 大植 英次

Sop.アンナ・ガブラー、
Alt. スザンネ・シェファー、
Ten.ヨセフ・カン
Bar. アンドレアス・バウ
アー、合唱：東京オペラシン
ガーズ

2012.12.22 ベートーヴェン『第九』特別演奏会 サントリーホール 大植 英次

Sop. アンナ・ガブラー、
Alt. スザンネ・シェファー、
Ten. ヨセフ・カン
Bar. アンドレアス・バウ
アー、合唱：東京オペラシン
ガーズ

2012.10.18 第73回東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ・コンサートホール ヤーノシュ・コヴァーチュ
Sop. 天羽明惠、
Alt.加納悦子、
合唱：東京混声合唱団

2012.11.15 第74回東京オペラシティ定期シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール 三ツ橋 敬子 Vc. ガブリエル・リプキン



2013.2.23 特別演奏会－グレの歌－ オーチャードホール 尾高 忠明

Sop. 佐々木 典子、
Alt. 加納 悦子、
Ten. 望月 哲也、吉田 浩之
Bas. 妻屋 秀和、
合唱：新国立劇場合唱団

シェーンベルク グレの歌

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

J.シュトラウスⅡ ワルツ「春の声」作品410

J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」作品281

ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲　作品43

ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から「凱旋行進曲」

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

チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から終曲

ラヴェル ボレロ

J.シュトラウス ラデツキー行進曲

ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
ベートーヴェン 交響曲　第７番　イ長調　作品92

2013.2.2 響きの森クラシック・シリーズVol.43 文京シビックホール 小林研一郎 Pf. 仲道郁代

2013.3.14 第76回東京オペラシティ定期シリーズ 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 Pf. 小川 典子

2013.1.2
2013.1.3

ニューイヤーコンサート2013 オーチャードホール 尾高忠明 Pf. 小山実稚恵



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
ベートーヴェン 交響曲第7番
ブラームス 交響曲第1番
ベルリオーズ 序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
ドリーブ バレエ音楽「コッペリア」から「前奏曲」 「マズルカ」
ビゼー 歌劇「カルメン」から
イベール 寄港地～3つの交響的絵画
ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
グラズノフ バレエ音楽「ライモンダ」 作品57
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

2012.5.26 特別演奏会 横浜みなとみらいホール 佐渡裕 マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」
2012.5.27 第３５０回名曲コンサート サントリーホール 佐渡裕 マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

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
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」
モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」
モーツァルト ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
ドビュッシー 喜びの島
ドビュッシー ベルガマスク組曲から 「月の光」
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ムソルグスキー／ラヴェル 編 組曲「展覧会の絵」
メンデルスゾーン 序曲「真夏の夜の夢」 作品21
ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
メンデルスゾーン 序曲「真夏の夜の夢」 作品21
ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲 第2番 嬰ハ短調 作品129
ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
中田喜直／新倉知 夏の思い出
馬飼野康二 勇気100％

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
馬飼野康二 勇気100％
中田喜直／新倉知 夏の思い出
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
中田喜直／新倉知 夏の思い出
馬飼野康二 勇気100％
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
中田喜直／新倉知 夏の思い出
馬飼野康二 勇気100％
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
中田喜直／新倉知 夏の思い出
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
馬飼野康二 勇気100％
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
馬飼野康二 勇気100％
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
中田喜直／新倉知 夏の思い出
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）

2012.7.28 第３８回日本フィル夏休みコンサート サントリーホール 川瀬賢太郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.7.29 第３８回日本フィル夏休みコンサート 越谷サンシティホール 川瀬賢太郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.7.23 第３８回日本フィル夏休みコンサート 府中の森芸術劇場 川瀬賢太郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.7.24 第３８回日本フィル夏休みコンサート 藤沢市民会館 川瀬賢太郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.7.21 第３８回日本フィル夏休みコンサート 千葉県文化会館 川瀬賢太郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.7.22 第３８回日本フィル夏休みコンサート 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.7.5 特別演奏会 サントリーホール 西本智実 Vn：三浦文彰

2012.7.7 第２７９回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 西本智実 Vn：三浦文彰

2012.6.10 第３５１回名曲コンサート サントリーホール シーヨン・ソン Pf：仲道郁代

2012.6.24 コバケン・ワールド　Vol.1 東京オペラシティコンサートホール 小林研一郎 Pf：中村紘子

2012.5.12 第２７７回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール アレクサンドル・ラザレフ

2012.6.9 第２７８回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール シーヨン・ソン Pf：仲道郁代

2012.4.14 第３４９回名曲コンサート サントリーホール 小林研一郎

2012.4.21 第２７６回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 広上淳一 Ms.：富岡明子



ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

中田喜直／新倉知 夏の思い出
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
馬飼野康二 勇気100％
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
中田喜直／新倉知 夏の思い出
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

馬飼野康二 勇気100％
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
中田喜直／新倉知 夏の思い出
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
ヴィヴァルディ

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

馬飼野康二 勇気100％

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
中田喜直／新倉知 夏の思い出
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
馬飼野康二 勇気100％
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 
ホ長調 「春」 RV.269 第1楽章

J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」（日本フィル夏休みコンサート2012版）
中田喜直／新倉知 夏の思い出
馬飼野康二 勇気100％
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
モーツァルト／渡辺俊幸 編 もしもモーツァルトがハリウッドの売れっ子作曲家だったら
レノン＋マッカートニー ミッシェル
渡辺俊幸 ファンファーレ・フォー・ザ・セレブレーション
レノン＋マッカートニー ペニー・レイン
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43から 第18変奏
ラフマニノフ／渡辺俊幸 編 ラブ・ラプソディー
渡辺俊幸 この想い届け
渡辺俊幸 おひさま～大切なあなたへ
モリコーネ／渡辺俊幸 編 映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ 
ホルスト／宮川彬良 編 Jupiter
渡辺俊幸 アニメ「宇宙兄弟」メドレー
ショスタコーヴィチ 交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」
チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

2012.10.3 第３５２回名曲コンサート サントリーホール 松井慶太
Sop：大隅智佳子　　Alt：清水華澄
Ten：経種廉彦　　Bar：福島明也
合唱：日本フィルハーモニー合唱団

ドヴォルザーク スタバト・マーテル 作品58

プロコフィエフ バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 第1，2番
リスト 交響詩「プロメテウス」
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64

ベートーヴェン 「コリオラン」 序曲作品62

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012.12.16 ベートーヴェン 「コリオラン」序曲 作品62

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

J.S.バッハ
カンタータ「心と口と行いと命もて」 BWV147から 
「主よ，人の望みの喜びよ」

J.S.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 作品125 「合唱つき」

第九特別演奏会2012 東京芸術劇場 井上道義
Sop：小川里美　　Alt：小川明子
Ten：錦織健　　Bar青山貴
合唱：日本フィルハーモニー協会合唱団

2012.12.20 第九特別演奏会2012 サントリーホール 小林研一郎

Org：長井浩美
Sop：菅英三子　　Alt：金子美香
Ten.：錦織健　　Bar：青戸知
合唱：東京音楽大学

2012.11.3 第２８２回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 小林研一郎 Vn：前橋汀子

2012.12.15 第２８３回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 井上道義
Sop：小川里美　　Alt：小川明子
Ten：錦織健　　Bar：青山貴
合唱：東京音楽大学

2012.10.13 第２８１回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール アレクサンドル・ラザレフ Vn：ノエ・乾

2012.11.4 第２０３回サンデーコンサート 東京芸術劇場 小林研一郎 Vn：前橋汀子

2012.9.9 コバケン・ワールド Vol.2 東京芸術劇場 小林研一郎 Vc：遠藤真理

2012.9.22 第２８０回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 三ツ橋敬子 Pf：中村紘子

2012.8.5 第３８回日本フィル夏休みコンサート 横浜みなとみらいホール 園田隆一郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.9.2 シンフォニック・エンタテインメント　Vol.4 東京オペラシティコンサートホール 渡辺俊幸 ゲスト：平原綾香

2012.8.3 第３８回日本フィル夏休みコンサート サントリーホール 園田隆一郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.8.4 第３８回日本フィル夏休みコンサート 大宮ソニックシティ 園田隆一郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.7.31 第３８回日本フィル夏休みコンサート 習志野文化ホール 園田隆一郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

2012.8.1 第３８回日本フィル夏休みコンサート 練馬文化センター 園田隆一郎
お話しとうた：江原陽子
バレエ：スターダンサーズ・バレエ団



J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004から
「シャコンヌ」

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

J.S.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 作品125 「合唱つき」

J.S.バッハ
カンタータ「心と口と行いと命もて」 BWV147から 「主よ，人の望みの
喜びよ」

J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004から
「シャコンヌ」

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

J.S.バッハ
カンタータ「心と口と行いと命もて」 BWV147から 「主よ，人の望みの
喜びよ」

J.S.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 作品125 「合唱つき」

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004から
「シャコンヌ」

ムソルグスキー／ラヴェル 編 組曲「展覧会の絵」
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48
ラヴェル ボレロ
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ヴィヴァルディ 2つのトランペットのための協奏曲 作品46-1 第1楽章
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 K.620
シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
コープランド 市民のためのファンファーレ
ラヴェル 序奏とアレグロ
ヴァニュハル（ヴァンハル） コントラバス協奏曲 ニ長調 第１楽章
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」

モーツァルト
オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットと管弦楽のための協奏交
響曲 変ホ長調 K.297b

ブルッフ ロマンスヘ長調　作品51
ダニエルソン カプリッチョ・ダ・カメラ
ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲　イ短調 作品102 第3楽章
モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「おいらは鳥刺し」
吉松隆 トロンボーン協奏曲「オリオン・マシーン」 第1楽章 第2楽章
パウエル ホルン協奏曲
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
ラヴェル ボレロ
チャイコフスキー 交響曲 第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」
チャイコフスキー 交響曲 第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
ラヴェル ボレロ
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64
R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
シューマン 歌劇「ゲノフェーファ」序曲
ベートーヴェン ロマンス 第２番 ヘ長調 作品50
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
ベートーヴェン 交響曲 第３番 変ホ長調 作品55「エロイカ」
シューマン 歌劇「ゲノフェーファ」序曲
ベートーヴェン ロマンス 第２番 ヘ長調 作品50

2013.1.13 第353回名曲コンサート サントリーホール 川瀬賢太郎 Vn：尾池亜美

2013.3.30 特別演奏会　上岡敏之プロジェクト 東京オペラシティコンサートホール 上岡敏之 Vn：郷古廉

2013.1.12. 第２８４回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 川瀬賢太郎 Vn：尾池亜美

2013.3.24 第３５４回名曲コンサート サントリーホール 大友直人 Pf：萩原麻未

2013.3.29 特別演奏会　上岡敏之プロジェクト 杉並公会堂 上岡敏之 Vn：郷古廉

2013.3.10 コバケン・ワールドＶｏｌ．３ 東京芸術劇場 小林研一郎 Vn：神尾真由子

2013.3.23 第２８５回横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 大友直人 Pf：萩原麻未

2013.2.21 第３８回九州公演 宝山ホール アレクサンドル・ラザレフ Vn：竹澤恭子

2013.3.2 日本フィル　オールスター・ガラ オーチャードホール 藤岡幸夫

Bar：宮本益光　　司会：江原陽子
Vn：木野雅之、齋藤政和　　Va：小池 拓
Vc：菊地知也
Cb：髙山智仁
Fl：難波 薫　　Ob：杉原由希子
Cl：伊藤寛隆、八段悠子
Fg：鈴木一志　　Hr：丸山 勉、原川翔太郎
Tp：オッタビアーノ･クリストーフォリ、
　　橋本 洋、星野 究
Tb：藤原功次郎、中根幹太
Tuba：柳生和大
Hp：松井久子

2013.2.19 第３８回九州公演 iichiko　グランシアタ アレクサンドル・ラザレフ Vn：竹澤恭子

2013.2.20 第３８回九州公演 メディキット県民文化センター アレクサンドル・ラザレフ Vn：竹澤恭子

2013.2.16 第３８回九州公演 佐賀市文化会館 アレクサンドル・ラザレフ Pf：河村尚子

2013.2.17 第３８回九州公演 大牟田文化会館 アレクサンドル・ラザレフ Vn：竹澤恭子

2013.2.14 第３８回九州公演 アクロス福岡シンフォニーホール アレクサンドル・ラザレフ Vn：竹澤恭子

2013.2.15 第３８回九州公演 熊本県立劇場 アレクサンドル・ラザレフ Pf：河村尚子

2013.2.11 第３８回九州公演
アルモニーサンク
北九州ソレイユホール

アレクサンドル・ラザレフ Pf：河村尚子

2013.2.12 第３８回九州公演 唐津市民会館 アレクサンドル・ラザレフ Pf：河村尚子

2013.2.9 第３８回九州公演 田川文化センター アレクサンドル・ラザレフ Pf：河村尚子

2013.2.10 第３８回九州公演 長崎ブリックホール アレクサンドル・ラザレフ Pf：河村尚子

2012.12.28 第九特別演奏会2012 東京芸術劇場 小林研一郎

Vn：木野雅之
Sop：岩下晶子　　Alt：栗林朋子
Ten：錦織健　　Bar：青戸知
合唱：日本フィルハーモニー協会合唱団

2013.1.6 第２０４回サンデーコンサート 東京芸術劇場 西本智実

2012.12.26 第九特別演奏会2012 東京芸術劇場 小林研一郎

Vn：木野雅之
Sop：岩下晶子　　Alt：栗林朋子
Ten：錦織健　　Bar：青戸知
合唱：武蔵野合唱団

2012.12.27 第九特別演奏会2012 横浜みなとみらいホール 小林研一郎

Org：長井浩美
Sop：岩下晶子　　Alt：栗林朋子
Ten：錦織健　　Bar：青戸知
合唱：日本フィルハーモニー協会合唱団

2012.12.21 第九特別演奏会2012 東京芸術劇場 小林研一郎

Vn：木野雅之
Sop：菅英三子　　Alt：金子美香
Ten：錦織健　　Bar：青戸知
合唱：東京音楽大学

2012.12.22 第九特別演奏会2012 サントリーホール 小林研一郎

Org：長井浩美
Sop：菅英三子　　Alt：金子美香
Ten：錦織健　　Bar青戸知
合唱：東京音楽大学



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
ベートーヴェン 交響曲 第３番 変ホ長調 作品55「エロイカ」

2013.1.13 第353回名曲コンサート サントリーホール 川瀬賢太郎 Vn：尾池亜美



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

ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

ラロ スペイン交響曲  ニ短調 作品21

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲

ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ラロ スペイン交響曲  ニ短調 作品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）
イベール 3つの小品
メシアン ほほえみ

イベール
アルト・サクソフォーンと11の楽器のための室内小協奏
曲

フランク 交響曲 ニ短調
ピアソラ オブリビオン
イベール

アルト・サクソフォーンと11の楽器のための室内小協奏
曲

イベール 3つの小品
メシアン ほほえみ
フランク 交響曲 ニ短調
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ドヴォルザーク 交響曲 第2番 変ロ長調 作品4
ドヴォルザーク 交響曲 第2番 変ロ長調 作品4
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

Vn. 岡崎慶輔 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
遠藤真理 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
Pf. 小山実稚恵 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ブラームス 大学祝典序曲 作品80
ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98
ブラームス ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
コリリアーノ 音楽に寄せて

Vn. ララ・セント・ジョン コリリアーノ ヴァイオリン協奏曲「レッド・ヴァイオリン」
ナレーター&Br. 宮本 益光 HK.グルーバー フランケンシュタイン!!
ヴァイオリン：ララ・セント・ジョン コリリアーノ ヴァイオリン協奏曲「レッド・ヴァイオリン」

コリリアーノ 音楽に寄せて
ナレーター&Bar. 宮本 益光 HK.グルーバー フランケンシュタイン!!
Vc. 上村昇 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
Vn. 川久保賜紀 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
辻井伸行 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」序曲 作品72b
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ベートーヴェン 歌劇「フィデリオ」 作品72から 「マーチ」
ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50

バルトーク ヴィオラ協奏曲

武満徹 トゥイル・バイ・トワイライト
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35
J.ウィリアムズ／宮野幸子 編 未知との遭遇 

2012/7/11 第196回オペラシティ名曲シリーズ 東京オペラシティコンサートホール 広上淳一 Vla. 清水直子

2012/7/16 シネマミーツ・シンフォニー 文京シビックホール 円光寺雅彦

2012/6/29 読響＜三大協奏曲＞＆＜三大交響曲＞in大阪 ザ・シンフォニーホール 下野竜也

2012/7/1 読響フェスタ 東京オペラシティコンサートホール 下野竜也

2012/6/24 第56回みなとみらい ホリデー名曲コンサート みなとみらいホール 下野竜也

2012/6/28 読響＜三大協奏曲＞＆＜三大交響曲＞in大阪 ザ・シンフォニーホール 下野竜也

2012/6/13 第550回サントリーホール名曲シリーズ サントリーホール ゲルト・アルブレヒト Pf. 若林 顕

2012/6/23 第145回オペラシティ・マチネーシリーズ 東京オペラシティコンサートホール 下野竜也

2012/5/25 読響＜三大協奏曲＞&＜三大交響曲＞in福岡 アクロス福岡 シンフォニーホール 小林研一郎

2012/6/7 第195回オペラシティ名曲シリーズ 東京オペラシティコンサートホール 大友直人 Vn. 郷古 廉、Vc. 横坂 源

2012/5/19 第144回オペラシティ・マチネーシリーズ 東京オペラシティ コンサートホール 篠崎靖男 Pf. アレクサンダー・ロマノフスキー

2012/5/24 読響＜三大協奏曲＞&＜三大交響曲＞in福岡 アクロス福岡 シンフォニーホール 小林研一郎

2012/5/9 第194回オペラシティ名曲シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール 下野竜也 Vn. クリストフ・バラーティ

2012/5/10 第549回サントリーホール名曲シリーズ サントリーホール 下野竜也 Vn. クリストフ・バラーティ

2012/4/21 第548回サントリーホール名曲シリーズ サントリーホール シルヴァン・カンブルラン
Sax. 須川展也、
サックス：須川展也

2012/4/22
第55回みなとみらいホリデー名曲コンサートシ
リーズ

みなとみらいホール シルヴァン・カンブルラン Sax. 須川展也

2012/4/13 第193回オペラシティ名曲シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール シルヴァン・カンブルラン Vn. 松山冴花

2012/4/14 第143回オペラシティ・マチネーシリーズ 東京オペラシティ コンサートホール シルヴァン・カンブルラン Vn. 松山冴花



ステッペンウルフ／
宮野幸子 編

イージー・ライダー

アーノルド／宮野幸子 編 戦場にかける橋
エルフマン／宮野幸子 編 メン・イン・ブラック
キング／宮野幸子 編 スタンド・バイ・ミー
D.フォスター／宮野幸子 編 セント・エルモズ・ファイアー
パーカー／宮野幸子 編 ゴーストバスターズ
シェアマー／宮野幸子 編 チャーリーズ・エンジェル
ジャール／宮野幸子 編 アラビアのロレンス
サン＝サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28
サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」
サン＝サーンス ハバネラ 作品83
ドビュッシー 小組曲
サン＝サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28
サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」
サン＝サーンス ハバネラ 作品83
ドビュッシー 小組曲
バーバー 弦楽のためのアダージョ
モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626
モーツァルト フリーメイスンのための葬送音楽 ハ短調 K.477（479a）

モーツァルト モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618

モーツァルト フリーメイスンのための葬送音楽 ハ短調 K.477（479a）
バーバー 弦楽のためのアダージョ
モーツァルト モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618

モーツァルト レクイエム ニ短調 K.626

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」

Pf. 辻井伸行 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
Vc. 山崎伸子 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
Vn. 佐藤俊介 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」序曲 作品77
スクロヴァチェフキ クラリネット協奏曲
ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」（デ・フリーヘル編）
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36
ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
バルトーク 管弦楽のための協奏曲
バルトーク 管弦楽のための協奏曲
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ラヴェル バレエ音楽「マ・メール・ロワ」
ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」
シベリウス 組曲「カレリア」から 「行進曲風に」 作品11-3
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 K.620
ラヴェル バレエ音楽「マ・メール・ロワ」
ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」
シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
アルヴェーン バレエ組曲「山の王」から「羊飼いの少女の踊り」

2012/11/24 第554回サントリーホール名曲シリーズ サントリーホール
ラファエル・フリューベック・デ・ブ
ルゴス

2012/10/20 第198回東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場 シルヴァン・カンブルラン 合唱：新国立劇場合唱団

2012/11/19 読売日響・大阪定期演奏会 ザ・シンフォニーホール 円光寺雅彦 Vn. 日下沙矢子

2012/10/18 第553回サントリーホール名曲シリーズ サントリーホール シルヴァン・カンブルラン 合唱：新国立劇場合唱団

2012/10/19 読響創立50周年記念パーティー ホテル・オークラ 平安の間 下野竜也, シルヴァン・カンブルラン

2012/10/13 第148回東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場 小林研一郎 Vn. 米元 響子

2012/10/14 第59回みなとみらいホリデー名曲コンサート みなとみらいホール 小林研一郎 Vn. 米元 響子

2012/9/29 第58回みなとみらい名曲シリーズ みなとみらいホール スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ

2012/9/30 第147回オペラシティ・マチネーシリーズ 東京オペラシティ コンサートホール スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ

Cl. リチャード・ストルツマン

2012/9/28 第197回オペラシティ名曲シリーズ 東京オペラシティ コンサートホール スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ

2012/8/21 サマーフェスティバル《三大協奏曲》 サントリーホール 下野竜也

2012/9/23 第552回サントリーホール名曲シリーズ サントリーホール スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ

2012/8/16 サマーフェスティバル《三大交響曲》 サントリーホール 小林研一郎

2012/8/18 第57回みなとみらいホリデー名曲シリーズ みなとみらいホール 小林研一郎

2012/8/6
読響50周年特別公演「世界平和への祈り」
広島特別演奏会

上野学園ホール
（広島県立文化芸術ホール）

シルヴァン・カンブルラン

Sop. 森 麻季、
Alt. 山下牧子、
Ten. 鈴木 准、
Bs. 久保和範
合唱：広島平和祈念合唱団、
朗読：吉川晃司

2012/8/9
読響50周年特別公演「世界平和への祈り」
長崎特別演奏会

長崎ブリックホール シルヴァン・カンブルラン

Sop. 森 麻季、
Alt. 山下牧子、
Ten. 鈴木 准、
Bs. 久保和範
合唱：広島平和祈念合唱団、
朗読：白石加代子

2012/7/21 第146回オペラシティ・マチネーシリーズ 東京オペラシティコンサートホール パオロ・カリニャーニ Vn. 南 紫音

2012/7/23 第551回サントリーホール名曲シリーズ サントリーホール パオロ・カリニャーニ Vn. 南 紫音

2012/7/16 シネマミーツ・シンフォニー 文京シビックホール 円光寺雅彦



ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「メヌエット」「ファランドー
J.ゲーゼ タンゴ「ジェラシー」

グリーグ
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から「朝」 「アニトラ
の踊り」

ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」から「パントマイム」 「火祭りの踊り」

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

アルベニス／フリューベック 編 スペイン組曲 作品47から 「セビリア」 
ヴェルディ 歌劇「椿姫」 第１幕への前奏曲
シベリウス  「悲しいワルツ」 作品44-1
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
チャピ サルスエラ「人さわがせな娘」前奏曲
アルベニス／フリューベック 編 スペイン組曲 作品47から 「グラナダ」
アルヴェーン バレエ組曲「山の王」から「羊飼いの少女の踊り」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「メヌエット」「ファランドー
J.ゲーゼ タンゴ「ジェラシー」
シベリウス  「悲しいワルツ」 作品44-1

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

アルベニス／フリューベック 編 スペイン組曲 作品47から 「セビリア」 
アルベニス／フリューベック 編 スペイン組曲 作品47から「グラナダ」
チャピ サルスエラ「人さわがせな娘」前奏曲
ヴェルディ 歌劇「椿姫」 第1幕への前奏曲
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

グリーグ
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から「朝」 「アニトラ
の踊り」

ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」から「パントマイム」 「火祭りの踊り」

ブルゴス ブラームス・ファンファーレ

ブラームス 悲歌 作品82

ブラームス 運命の女神の歌 作品89 

ブラームス 運命の歌 作品54

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

Vn. 成田達輝 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
辻井伸行 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
宮田 大 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

2012/12/19 第555回名曲シリーズ サントリーホール シルヴァン・カンブルラン
Sop. 木下美穂子、Ms. 林美智子、
Ten. 高橋 淳、Bar. 与那城 敬

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012/12/21 読売日響　「第九」コンサート サントリーホール シルヴァン・カンブルラン
Sop. 木下美穂子、Ms. 林美智子、
Ten. 高橋 淳、Bar. 与那城 敬

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012/12/22 第200回東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場 シルヴァン・カンブルラン
Sop. 木下美穂子、Ms. 林美智子、
Ten. 高橋 淳、Bar. 与那城 敬

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012/12/23 第150回東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場 シルヴァン・カンブルラン
Sop. 木下美穂子、Ms. 林美智子、
Ten. 高橋 淳、Bar. 与那城 敬

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012/12/24 第60回みなとみらいホリデー名曲コンサート みなとみらいホール シルヴァン・カンブルラン
Sop. 木下美穂子、Ms. 林美智子、
Ten. 高橋 淳、Bar. 与那城 敬

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012/12/26 読売日響・「第九」コンサート 東京オペラシティ コンサートホール シルヴァン・カンブルラン
Sop. 木下美穂子、Ms. 林美智子、
Ten. 高橋 淳、Bar. 与那城 敬

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
R.シュトラウス アルプス交響曲 作品64
セゲルスタム

交響曲 第252番「ヒッグス粒子に乗って惑星ケプラー
22bへ」

シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 作品24

セゲルスタム
交響曲 第252番「ヒッグス粒子に乗って惑星ケプラー
22bへ」

2013/1/27 第61回みなとみらいホリデー名曲コンサート みなとみらいホール レイフ・セゲルスタム

2013/1/9 第556回サントリーホール名曲シリーズ サントリーホール 大野和士 Pf. 小山実稚恵

2013/1/26 第１５１回東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場 レイフ・セゲルスタム

2012/12/7 読響＜三大協奏曲＞＆＜三大交響曲＞in札幌 札幌コンサートホールKitara 下野竜也

2013/1/8 第201回東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場 大野和士 Pf. 小山実稚恵

2012/12/1 第149回東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場
ラファエル・フリューベック・デ・ブ
ルゴス

合唱：新国立劇場合唱団

2012/12/6 読響＜三大協奏曲＞＆＜三大交響曲＞in札幌 札幌コンサートホールKitara 下野竜也

2012/11/24 第554回サントリーホール名曲シリーズ サントリーホール
ラファエル・フリューベック・デ・ブ
ルゴス

2012/11/25 第199回東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場
ラファエル・フリューベック・デ・ブ
ルゴス



シベリウス 交響曲 第2番 ニ長調 作品43
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 作品24
メンケン／宮野幸子 編 「アラジン」から「ホール・ニュー・ワールド」 
ワイルドホーン／宮野幸子 編 「ジキルとハイド」から「時が来た」
ロイド=ウェッバー／宮野幸子 編 「サンセット大通り」から「サンセット大通り」
B.アンダーソン＋ウルヴァース／
宮野幸子 編

「マンマ・ミーア！」から「マンマ・ミーア！」

ラーソン／宮野幸子 編 「レント」から「シーズンズ・オブ・ラブ」
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から「序曲」
ホーナー／宮野幸子 編 「タイタニック」から「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」

C=M.シェーンベルク／亀岡夏海 編 「レ・ミゼラブル」から「夢やぶれて」 

アズナヴール／宮野幸子 編 「ノッティングヒルの恋人」から「She」
ハーマン／宮野幸子 編 「ラ・カージュ・オ・フォール」から「今この時」
ウォーレン／宮野幸子 編 「42番街」から「ブロードウェイの子守唄」
B.アンダーソン＋ウルヴァース／
宮野幸子 編

「マンマ・ミーア！」から「 ダンシング・クイーン」 

C=M.シェーンベルク ／亀岡夏海 
編

「レ・ミゼラブル」から「オン・マイ・オウン」 

C=M.シェーンベルク ／宮野幸子 
編

「ミス・サイゴン」から「世界が終わる夜のように」 

シュウォーツ／宮野幸子 編 「ウィキッド」から「ディファイング・グラビティ」
ロイド=ウェッバー／宮野幸子 編 「オペラ座の怪人」から「序曲」

J.カンダー／宮野幸子 編 「シカゴ」から「私にとって大切なのは」
ハムリッシュ／宮野幸子 編 「コーラスライン」から「ワン」
ロイド=ウェッバー／宮野幸子 編 「オペラ座の怪人」から「ミュージック・オブ・ザ・ナイト」
クンツェ＋レヴィ／宮野幸子 編 「エリザベート」から 「闇が広がる」
ロイド=ウェッバー／宮野幸子 編 「オペラ座の怪人」から 「オール・アイ・アスク・オブ・

2013/2/20 第202回東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場 下野竜也 ブルックナー 交響曲 第5番 変ロ長調

シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39

チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」

R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 作品24

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番 作品72b
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58

2013/3/16 第153回東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場 シルヴァン・カンブルラン マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」
2013/3/18 第558回サントリー名曲シリーズ サントリーホール シルヴァン・カンブルラン マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

モーツァルト
オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットと管弦楽のた
めの協奏交響曲 変ホ長調 K.297b

メンデルスゾーン 弦楽のための交響曲 第8番 ニ長調
ロッシーニ 歌劇「泥棒かささぎ」序曲
シューベルト 劇音楽「ロザムンデ」から間奏曲第２番
シューベルト 劇音楽「ロザムンデ」からバレエ音楽第２番
ベートーヴェン ロマンス第２番　ヘ長調　作品50
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集　第２集からホ短調　作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲　第１番　ト短調
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ エジプト行進曲　作品335
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ・マズルカ「遠方から」作品270
J.シュトラウスⅡ ワルツ「加速度」作品234
J.シュトラウスⅡ ピチカート・ポルカ
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ・シュネル「休暇旅行で」作品133
J.シュトラウスⅡ ワルツ「南国のばら」作品368

2013/3/24 第203回東京芸術劇場名曲シリーズ 東京芸術劇場 シルヴァン・カンブルラン
Ob. 蠣崎耕三、Cl. 藤井洋子、
Fg. 吉田将、Hr. 松坂隼

2013/2/9 第152回東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場 ライナー・ホーネック Vn. ライナー・ホーネック

2013/3/1 民音指揮者コンクール披露演奏会 東京オペラシティ コンサートホール
石崎真弥奈, 
田中祐子, 
マヤ・メーテルスカ

2013/3/6 希望の音楽会 in 名取 名取市文化会館 梅田俊明 Pf. 小山実稚恵

2013/1/27 第61回みなとみらいホリデー名曲コンサート みなとみらいホール レイフ・セゲルスタム

2013/2/1 ミュージカル・ミーツ・シンフォニー2013 サントリーホール 円光寺雅彦
歌：石丸幹二、濱田めぐみ、笹本玲
奈、田丸万里生、ラミン・カリム
ルー



J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ
ロッシーニ 歌劇「泥棒かささぎ」序曲
シューベルト 劇音楽「ロザムンデ」から間奏曲第２番
シューベルト 劇音楽「ロザムンデ」からバレエ音楽第２番
ベートーヴェン ロマンス第２番　ヘ長調　作品50
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集　第２集からホ短調　作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲　第１番　ト短調
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ エジプト行進曲　作品335
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ・マズルカ「遠方から」作品270
J.シュトラウスⅡ ワルツ「加速度」作品234
J.シュトラウスⅡ ピチカート・ポルカ
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ・シュネル「休暇旅行で」作品133
J.シュトラウスⅡ ワルツ「南国のばら」作品368
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ
ロッシーニ 歌劇「泥棒かささぎ」序曲
シューベルト 劇音楽「ロザムンデ」から間奏曲第２番
シューベルト 劇音楽「ロザムンデ」からバレエ音楽第２番
ベートーヴェン ロマンス第２番　ヘ長調　作品50
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集　第２集からホ短調　作品72-2
ブラームス ハンガリー舞曲　第１番　ト短調
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ エジプト行進曲　作品335
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ・マズルカ「遠方から」作品270
J.シュトラウスⅡ ワルツ「加速度」作品234
J.シュトラウスⅡ ピチカート・ポルカ
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ・シュネル「休暇旅行で」作品133
J.シュトラウスⅡ ワルツ「南国のばら」作品368
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ

2013/2/11 第62回みなとみらいホリデー名曲コンサート みなとみらいホール ライナー・ホーネック Vn. ライナー・ホーネック

2013/2/12 第557回サントリー名曲シリーズ サントリーホール ライナー・ホーネック Vn. ライナー・ホーネック

2013/2/9 第152回東京芸術劇場マチネーシリーズ 東京芸術劇場 ライナー・ホーネック Vn. ライナー・ホーネック



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
グリーグ 組曲「ホルベアの時代より」 作品40から「前奏曲」 
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
バーバー 弦楽のためのアダージョ
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48から 「ワルツ」
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「シチリアーナ」 
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 交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
モーツァルト フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299（297c）
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」
大橋晃一 神奈川フィル・ファンファーレ「ブルーダル・プレリュード」
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
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」

横浜みなとみらい大ホール メンデルスゾーン 交響曲 第2番 変ロ長調 作品52 「賛歌」（抜粋）

横浜みなとみらい大ホール プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」　ハイライト版

モーツァルト セレナード 第10番 変ロ長調 K.361（370a） 「グラン・パルティータ」
モーツァルト 交響曲 第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」
ドッド／藤野浩一 編 「ディズニー・メドレー」から「ミッキーマウス・マーチ」
ウォレス／藤野浩一 編 映画「不思議の国のアリス」から「カードの大行進」
メンケン／藤野浩一 編 「アラジン」から「ホール・ニュー・ワールド」 
久石譲／藤野浩一 編 映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン／藤野浩
一 編

「ディズニー・メドレー」から「小さな世界」

リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン／藤野浩
一 編

「ディズニー・メドレー」から「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」

チャーチル／藤野浩一 編 「ディズニー・メドレー」から「ハイ・ホー」
チャーチル／藤野浩一 編 「ディズニー・メドレー」から「いつか王子様が」

J.ウィリアムズ／藤野浩一 編
映画「インディ・ジョーンズ／レイダース～失われた聖櫃～」から 「レイダース・
マーチ」

リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン／藤野浩
一 編

「ディズニー・メドレー」から「チムチムチェリー」

チャーチル／藤野浩一 編 「ディズニー・メドレー」から「狼なんかこわくない」
ハーライン／藤野浩一 編 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
アンダーソン／藤野浩一 編 踊る子猫
久石譲／藤野浩一 編 映画「となりのトトロ」から 「となりのトトロ」
久石譲／藤野浩一 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

Voc:井上あずみ
デビッド＋ホフマン／藤野浩
一 編

「ディズニー・メドレー」から「ビビディバビディブー」

Voc:井上あずみ 宮下浩司／藤野浩一 編 マル・マル・モリ・モリ!
Voc:井上あずみ ウルベル／藤野浩一 編 「ディズニー・メドレー」から「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」
Vn:礒絵里子 チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第1楽章
Br:宮本益光 加藤昌則 もしも歌がなかったら
Ballet:菅井円加、松井学郎 チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から「グラン・パ・ド・ドゥ」
Pf:横山幸雄 ショパン スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31

ミンクス バレエ音楽「ドン・キホーテ」から「パ・ド・ドゥ」
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から「リラの精」
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から「序奏」

Sop:市原愛 Br:宮本益光 モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527から 「手をとりあって」
Sop:市原愛 ロッシーニ 歌劇「セビーリャの理髪師」から 「今の歌声は心に響く」

2012.7.17
ブルーダル基金コンサート　
「響け、オーケストラ 音楽の絆」

神奈川県民ホール 金聖響

2012.7.7 聖響音楽堂 神奈川県立音楽堂 金聖響

2012.7.14
神奈川フィル・ポップス・コンサート２０１２ 
真夏のオーケストラ・ファンタジー

神奈川県民ホール 藤野浩一

Voc:井上あずみ

2012.6.9 ブルーダルコンサート ランドマークプラザ 金聖響

2012.7.3 神奈川フィル合唱団 創立10周年記念コンサート
現田茂夫, 
堀俊輔

Sop:見角悠代、
大隅智佳子、
横山恵子、
Ten.水口聡 
Bs. 倉本晋児 
Bar. 小林昭裕

2012.4.3 ブルーダルコンサート ランチタイムコンサート 横浜市開港記念館 講堂 永峰大輔

2012.4.14 聖響音楽堂 神奈川県立音楽堂 金聖響 Fl:江川説子 Hp:神谷朝子



Pf:横山幸雄 J.S.バッハ/ブゾーニ編 シャコンヌ
チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228

Br:宮本益光 グノー 歌劇「ファウスト」から 「故郷を離れる前に」　
大橋晃一 神奈川フィル・ファンファーレ「ブルーダル・プレリュード」

Sop:市原愛 グノー 歌劇「ロメオとジュリエット」から 「私は夢に生きたい」
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ラヴェル ボレロ
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「剣の舞」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」
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 「情景」
メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
ドビュッシー 「子供の領分」から 「ゴリウォッグのケークウォーク」
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「王女たちのロンド」
マスネ 歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
ドヴォルザーク 8つのユモレスク 第7番 変ト長調 作品101-7
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77から 「狩人の合唱」
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
プライアー 口笛吹きと犬
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「終曲」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「剣の舞」
ドヴォルザーク 8つのユモレスク 第7番 変ト長調 作品101-7
ラヴェル ボレロ
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「王女たちのロンド」
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
マスネ 歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「終曲（フィナーレ）」
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」
ドビュッシー 「子供の領分」から 「ゴリウォッグのケークウォーク」
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77から 「狩人の合唱」
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
プライアー 口笛吹きと犬
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」
ドビュッシー 「子供の領分」から 「ゴリウォッグのケークウォーク」
ラヴェル ボレロ
プライアー 口笛吹きと犬
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77から 「狩人の合唱」
ドヴォルザーク 8つのユモレスク 第7番 変ト長調 作品101-7
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「王女たちのロンド」
メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
ハチャトゥリヤン バレエ音楽「ガイーヌ」から 「剣の舞」
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「終曲（フィナーレ）」
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」
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」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」
マスネ 歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
アンダーソン 舞踏会の美女
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
大橋晃一 神奈川フィル・ファンファーレ「ブルーダル・プレリュード」

2012.8.11 おしゃべりコンサート 横浜みなとみらい大ホール 青島広志

2012.10.14 ブルーダルコンサート ホテルニューグランド　ペリー来航の間金聖響

2012.8.5 おしゃべりコンサート 秦野市文化会館　大ホール 青島広志

2012.7.17
ブルーダル基金コンサート　
「響け、オーケストラ 音楽の絆」

神奈川県民ホール 金聖響

2012.7.21 おしゃべりコンサート 茅ヶ崎市民文化会館 青島広志



J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
アンダーソン フィドル・ファドル
グリーグ 組曲「ホルベアの時代より」 作品40から 「サラバンド」
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
バーバー 弦楽のためのアダージョ
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48から 「ワルツ」
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3集から「シチリアーナ」 
グリーグ 組曲「ホルベアの時代から」作品40から「前奏曲」 
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
エルガー セレナード ホ短調 作品20 第2楽章「ワルツ」
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」 作品40

2012.12.15 第九特別演奏会 小田原市民会館 金聖響

Sop. 高橋薫子、
Ms. 鳥木弥生、
Ten. 中鉢聡、
Bar. 堀内康雄、
合唱：神奈川フィル合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012.12.23 第九特別演奏会 神奈川県民ホール 金聖響

Sop. 高橋薫子、
Ms. 鳥木弥生、
Ten. 中鉢聡、
Bar. 堀内康雄、
合唱：神奈川フィル合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

宮川泰 交響組曲「宇宙戦艦ヤマト」から「大いなる愛」
ラヴェル ツィガーヌ
大橋晃一 神奈川フィル・ファンファーレ「ブルーダル・プレリュード」

宮川泰／宮川彬良 編 恋のバカンス

萩原哲晶／宮川彬良 編 「クレイジー・キャッツ・メドレー」から「スーダラ節」

萩原哲晶／宮川彬良 編 「クレイジー・キャッツ・メドレー」から「ホンダラ行進曲」
萩原哲晶／宮川彬良 編 「クレイジー・キャッツ・メドレー」から「無責任一代男」
宮川泰／宮川彬良 編 東京たそがれ（ウナ・セラ・ディ東京）
いずみたく／宮川彬良 編 見上げてごらん夜の星を

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」 第4楽章

宮川泰 組曲「宇宙戦艦ヤマト」から「宇宙戦艦ヤマト」

宮川泰 組曲「宇宙戦艦ヤマト」から「出撃」

中村八大／宮川彬良 編 上を向いて歩こう

グレイ／宮川彬良 編 サンダーバード
サラサーテ ナヴァラ 作品32
サラサーテ カルメン幻想曲 作品25
宮川泰／宮川彬良 編 銀色の道
宮川泰 交響組曲「宇宙戦艦ヤマト」から「序曲」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ムソルグスキー／ラヴェル 編 組曲「展覧会の絵」
クレストン アルト・サクソフォーンと管弦楽のための協奏曲 作品26a
ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
エルガー 創作主題による変奏曲「エニグマ」 作品36 第9変奏曲「ニムロッド」
モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467 第2楽章
シベリウス 組曲「カレリア」から 「バラード」 作品11-2
モーツァルト モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618
フランク 天使の糧
ラター 美しい地球のために
ラフマニノフ ヴォカリーズ 作品34-14
ヘンデル 歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18　第2楽章
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から「バラのアダージョ」
J.S.バッハ 管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
マスネ 歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50

2013.2.2
名曲シリーズ　午後のラグジュアリー・クラシック
～癒しの旋律と祈りの歌声～

神奈川県民ホール 伊藤翔

Vn:礒絵里子、
Pf:久元祐子、
Sop:吉川真澄、
合唱：神奈川フィル合唱団

2013.1.8
神奈川フィルブルーダル基金コンサート
～響け、オーケストラ 未来への旅立ち～

パシフィコ横浜 国立大ホール宮川彬良, 金聖響

Vn:毛利文香、山根一仁、
ｿﾌﾟﾗﾉ：小林郁絵 
ﾒｿﾞ･ｿﾌﾟﾗﾉ：吉田郁恵
ﾃﾉｰﾙ：山内政幸 
ﾊﾞﾘﾄﾝ：前田進一郎

2013.1.13 フレッシュコンサート 前田ホール 大山平一郎
Sax:小澤瑠依、
Vn:毛利文香

2012.10.23
ブルーダル基金コンサート 
「金聖響×神奈川フィル・ストリングス」

杉田劇場 金聖響

2012.11.25 名曲シリーズ 相模原特別演奏会
グリーンホール相模大野大
ホール

金聖響 Pf:ゲルハルト・オピッツ

2012.10.14 ブルーダルコンサート ホテルニューグランド　ペリー来航の間金聖響



J.ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」から 「メインタイトル」
ビゼー 「カルメン」第1組曲から 「闘牛士の歌」
大橋晃一 神奈川フィル・ファンファーレ「ブルーダル・プレリュード」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から「アラゴネーズ」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
アンダーソン セレナータ
アンダーソン 踊る子猫
サン＝サーンス 組曲「動物の謝肉祭」から「白鳥」
ビゼー 「カルメン」第1組曲から 「闘牛士の歌」
大橋晃一 神奈川フィル・ファンファーレ「ブルーダル・プレリュード」
プロコフィエフ 交響的物語「ピーターと狼」 作品67
J.シュトラウスⅡ ポルカ「狩りにて」 作品373
ハーライン／藤野浩一 編 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
ホルスト／藤野浩一 編 組曲「惑星」 作品32から 「木星」
アンダーソン／藤野浩一 編 踊る子猫
ローズ／藤野浩一 編 ストリングスの休日
ウォレス／藤野浩一 編 映画「不思議の国のアリス」から「カードの大行進」
宮下浩司／藤野浩一 編 マル・マル・モリ・モリ!
ウォレス／藤野浩一 編 映画「ピーターパン」から「ピーターパンのテーマ」
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第4楽章
モーツァルト きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265

ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 
「春」 RV.269」 第1楽章（ソネット付）

パッヘルベル カノン（3声のカノンとジーグ ニ長調）
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
いずみたく 手のひらを太陽に
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48から 「ワルツ」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
アンダーソン プリンク，プランク，プルンク
J.シュトラウスI世 ラデツキー行進曲 作品228
アンダーソン 踊る子猫
アンダーソン シンコペイテッド・クロック
Q.ジョーンズ 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「アイアンサイド」
ホーナー サムホェア・アウト・ゼア
フップフェルド 時の過ぎ行くままに
ロッソ 水曜日の夜
スタイナー 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ペリー・メイスン」
スワンダー ディープ・イン・ザ・ハート・オブ・テキサス
ローゼンマン 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「コンバット!」
ラーナー 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ポパイ」
ケイパー 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「FBIアメリカ連邦警察」
R.エバンズ＋J.リビングストン 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ボナンザ」
ダニエル 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「アイ・ラブ・ルーシー」
カレッジ 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「スタートレック」
マンシーニ 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「刑事コロンボ」
カンダー New York、New York 
スターリング 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ルーニー・テューンズ」
C.フレンド＋D.フランクリン 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ザ・メリー・ゴー・ラウンド・ブローク・ダウン」
K.ロジャーズ スルー・ザ・イヤーズ
J.ウィリアムズ 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「タイムトンネル」

「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ドラグネット」
ミジー 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「アダムス・ファミリー」
シフリン 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ミッション・インポッシブル」
フロンティア 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ラット・パトロール」
サルトーリ タイム・トゥ・セイ・ グッバイ
M.ポスト＋P.カーペンター 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「特攻野郎Aチーム」
モクリッジ 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ララミー牧場」
トループ 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ルート66」
ラルク 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「サンセット77」
コンスタン 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「トワイライトゾーン」

2013.3.3 ヴィアマーレ・ファミリー・クラシック はまぎんホール ヴィアマーレ 青島広志

2013.3.7 神奈川フィルポップスコンサート 横浜みなとみらい大ホール 藤野浩一 布施明

2013.2.17 ブルーダルコンサート 海老名市文化会館 永峰大輔

2013.2.26 座間プロムナードコンサート ハーモニーホール座間 大ホール藤野浩一

2013.2.10 ブルーダルコンサート ランドマークプラザ ガーデンスクエア金聖響



グノー 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ヒッチコック劇場 」
G.マークス＋S.シモンズ オール・オブ・ミー
ラスキン 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ベン・ケーシー」
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
マンシーニ 「アメリカン・TV・アドベンチャー」から「ピーター・ガン」
アズナヴール 愛のために死す
グリーンフィールド 奥様は魔女
ポーター 夜も昼も
チャップリン テリーのテーマ
ルヴォー+フランソワ マイ・ウェイ
R.ロジャーズ／大橋晃一 編 「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「私のお気に入り」
R.ロジャーズ／大橋晃一 編 「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「すべての山に登れ」
R.ロジャーズ／大橋晃一 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」
アンダーソン トランペット吹きの休日
アンダーソン／藤野浩一 編 踊る子猫
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
R.ロジャーズ／大橋晃一 編 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」
R.ロジャーズ／大橋晃一 編 「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「愛の行方は」
R.ロジャーズ／大橋晃一 編 「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「さようなら、ごきげんよう」
ビゼー 歌劇「カルメン」 から「前奏曲」
ドッド ミッキーマウス・マーチ
R.ロジャーズ／大橋晃一 編 「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「サウンド・オブ・ミュージック」
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲） 第1楽章
久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228

2013.3.27 ブルーダルコンサート 綾瀬市文化会館 大ホール 永峰大輔

2013.3.7 神奈川フィルポップスコンサート 横浜みなとみらい大ホール 藤野浩一 布施明



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
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48 第2楽章
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48 第1楽章
バルトーク ルーマニア民族舞曲
ラフマニノフ ヴォカリーズ 作品34-14
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 第1楽章

2012.4.6 Special Lunchtime Concert 石川県立音楽堂コンサートホール 柳澤寿男 プロコフィエフ 交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」 第3楽章 第4楽章
2012.4.6 Special Lunchtime Concert 石川県立音楽堂コンサートホール 柳澤寿男 Pf: 近藤嘉宏 ショパン ポロネーズ 第6番 変イ長調 作品53 「英雄」

Vc:YuJeong Lee ユジョン・イ チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
Vｌa:丸山萌音揮 ヒンデミット 白鳥を焼く男
Hp:山徳理紗 サン＝サーンス ハープと管弦楽のための演奏会用小曲 作品154
Vn: 江原千絵 シュニトケ モーツァルト・ア・ラ・ハイドン

2012.7.7
2012.7.8

室内オペラシリーズ 石川県立音楽堂邦楽ホール 清水史宏 バッハ コーヒー・カンタータ「そっと黙って，おしゃべりなさるな」 BWV211

2012.7.7
2012.7.8

室内オペラシリーズ 石川県立音楽堂邦楽ホール 清水史宏
Dido : 佐竹由美　Aeneas: 安藤常光、
Belinda:　田島茂代
魔法使い： 牧野正人

パーセル 歌劇「ディドーとアイネイアス」 Z.626

交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

Pf: 田島睦子 プーランク 2台のピアノと管弦楽のための協奏曲
ラヴェル バレエ音楽「マ・メール・ロワ」
ヴァイル 交響曲 第2番
ラヴェル バレエ音楽「マ・メール・ロワ」
ヴァイル 交響曲 第2番

Pf: 田島睦子 プーランク 2台のピアノと管弦楽のための協奏曲
杉本竜一／榊原栄 編 Believe
文部省唱歌／青島広志 編 「唱歌の12ヶ月」から「春の小川」
文部省唱歌／青島広志 編 「唱歌の12ヶ月」から「こいのぼり」
青島広志 編 唱歌の12ヶ月
八木澤教司／福嶋頼秀 編 あすという日が
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
ベートーヴェン 交響曲 第1番 ハ長調 作品21 第1楽章 第4楽章
ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」
文部省唱歌／青島広志 編 「唱歌の12ヶ月」から「雪」
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
井上武士／青島広志 編 「唱歌の12ヶ月」から「海」
文部省唱歌／青島広志 編 「唱歌の12ヶ月」から「村まつり」
文部省唱歌／青島広志 編 「唱歌の12ヶ月」から「冬の夜」
下総皖一／青島広志 編 「唱歌の12ヶ月」から「たなばたさま」
文部省唱歌／青島広志 編 「唱歌の12ヶ月」から「富士山」

Vn: クララ＝ジュミ・カン
Vc:ジャン・ワン

ブラームス ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102

Vn: 神尾真由子 バーンスタイン セレナード
Pf: 後藤正孝 リスト ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
Vc: 工藤すみれ チャイコフスキー ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33

筒美京平 魅せられて
一柳慧 ピアノ協奏曲 第3番 「分水嶺」
武満徹 ノスタルジア
ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」 第4楽章
西村朗 ベートーヴェンの8つの交響曲による小交響曲
渡辺俊幸 TVドラマ「利家とまつ」から 「メインテーマ颯流」
ショスタコーヴィチ オラトリオ「森の歌」 作品81
林光 「原爆小景」から「水ヲ下サイ」
外山雄三／岩城宏之 編 管弦楽のためのラプソディ
黛敏郎 スポーツ行進曲
池辺晋一郎 悲しみの森
平岡精二／小六禮次郎 編 学生時代

Bass:森雅史 プッチーニ 歌劇「ラ・ボエーム」から「古い外套よ」
Sop: 森麻季 ヘンデル 歌劇「リナルド」から 「涙の流れるままに」
Sop: 森麻季, Bass:森雅史 ドニゼッティ 歌劇「愛の妙薬」から　「なんという愛情」

ヘンデル オラトリオ「メサイア」から「パストラーレ」
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

Sop: 森麻季 グノー 歌劇「ファウスト」から 「宝石の歌」
Bass:森雅史 グノー 歌劇「ファウスト」から「メフィストフェレスのセレナーデ」
Sop: 森麻季, ヘンデル 歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ」

グノー 小交響曲 変ロ長調 第4楽章
Sop: 森麻季 プッチーニ 歌劇「ラ・ボエーム」から 「私が町を歩くとき」

2012.9.21 OEK高岡公演 高岡市民会館 井上道義

2012.8.23 日本海交流コンサート 石川県立音楽堂コンサートホール 井上道義

2012.9.6 生誕８０周年岩城宏之メモリアルコンサート 東京オペラシティ　タケミツメモリアル

井上道義, 
外山雄三, 
山田和樹,
渡辺俊幸,
天沼裕子

Pf: 木村かをり、Vn: Simon Blendis, 
Vocal: ペギー葉山、ジュディ・オング　
Sop: 森麻季、Alt : 鳥木弥生、
Ten: 吉田浩之、Bar:木村俊光、
合唱: 東京混声合唱団、
ゲスト: 壇ふみ、池辺晋一郎

2012.7.28 横浜公演 みなとみらいホール マルク・ミンコフスキ

2012.8.19 夏休みコンサート～朝日親子サマースペシャル～石川県立音楽堂コンサートホール 鈴木織衛

2012.7.14 オーケストラ・アンサンブル金沢妙高公演 妙高市文化ホール ダニエル・ハーディング ベートーヴェン

2012.7.26 第２９回東京定期公演 サントリーホール マルク・ミンコフスキ

2012.4.6 Special Lunchtime Concert 石川県立音楽堂コンサートホール 柳澤寿男 Pf: 近藤嘉宏

2012.4.22 第１１回　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 井上道義



グノー 小交響曲 変ロ長調 第4楽章
Sop: 森麻季 ヘンデル 歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ」

ヘンデル オラトリオ「メサイア」から「パストラーレ」
Sop: 森麻季 プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
Sop: 森麻季 プッチーニ 歌劇「ラ・ボエーム」から 「私が町を歩くとき」
Sop: 森麻季 モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588から 「岩のように動かずに」

モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」序曲 K.588
Sop: 森麻季 ヘンデル 歌劇「リナルド」から 「涙の流れるままに」

グノー 小交響曲 変ロ長調 第3楽章
Sop: 森麻季 グノー 歌劇「ファウスト」から 「宝石の歌」

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
Sop: 森麻季 久石譲／福嶋頼秀 編 「坂の上の雲」第2部メインテーマ　「Stand Alone」

ヘンデル オラトリオ「メサイア」から「パストラーレ」
Sop: 森麻季 ヘンデル 歌劇「リナルド」から 「涙の流れるままに」
Sop: 森麻季 プッチーニ 歌劇「ラ・ボエーム」から 「私が町を歩くとき」
Sop: 森麻季 グノー 歌劇「ファウスト」から 「宝石の歌」

グノー 小交響曲 変ロ長調 第3楽章
Sop: 森麻季 ヘンデル 歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ」
Sop: 森麻季 モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」序曲 K.588
Sop: 森麻季 久石譲／福嶋頼秀 編 「坂の上の雲」第2部メインテーマ　「Stand Alone」
Sop: 森麻季 プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」

ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
Sop: 森麻季 モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588から 「岩のように動かずに」

グノー 小交響曲 変ロ長調 第4楽章
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「Vamo alla Flamenco」
植松伸夫 ファイナルファンタジーメドレー
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「片翼の天使」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「ティナのテーマ」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「愛のテーマ」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「エアリスのテーマ」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「Love Grows」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「いつか帰るところ」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「親愛なる友へ」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「ファイナルファンタジーメインテーマ」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「グインサーガ　グランドオープニング」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「ザナルカンドにて」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「ロストオデッセイのテーマ」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「ブルードラゴン　水辺」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「メロディーズ・オブ・ライフ」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「Liberi Fatali」
植松伸夫 「ファイナルファンタジーメドレー」から「オペラ「マリアとドラクゥ」」
コープランド バレエ音楽「アパラチアの春」
カーマイケル／渡辺俊幸 編 スターダスト
モンク／佐藤允彦 編 ラウンド・ミッドナイト
アーレン／渡辺俊幸 編 映画「オズの魔法使い」から「虹の彼方に」 
R.ロジャーズ／渡辺俊幸 編 マイ・ロマンス
ブーランジェ／佐藤允彦 編 マイ・プレイヤー
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550
ヘンデル 歌劇「ジュリアス・シーザー」から「つらい運命に涙はあふれ」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」から「いなか娘の姿で」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
ドニゼッティ 歌劇「ランメルモールのルチーア」から 「あたりは沈黙に閉ざされ」
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 K.527
エルガー 2つの小品 作品15から「夜の歌」
フェラーリ 歌劇「聖母の宝石」間奏曲
バーバー 弦楽のためのアダージョ
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
カーマイケル／渡辺俊幸 編 スターダスト
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550
M.ジャクソン ピープル・オブ・ザ・ワールド
ブーランジェ／佐藤允彦 編 マイ・プレイヤー
モンク／佐藤允彦 編 ラウンド・ミッドナイト
アーレン／渡辺俊幸 編 映画「オズの魔法使い」から「虹の彼方に」 
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ひとりぼっちの羊飼い」
中村八大 上を向いて歩こう
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」
ブーランジェ／佐藤允彦 編 マイ・プレイヤー
R.ロジャーズ／渡辺俊幸 編 マイ・ロマンス
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ひとりぼっちの羊飼い」
中村八大 上を向いて歩こう
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」
M.ジャクソン ピープル・オブ・ザ・ワールド
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」

2012.10.21 オーケストラ・アンサンブル金沢　加賀定期公演 加賀市文化会館 藤岡幸夫 Sop: 熊田祥子

2012.10.28 オーケストラ・アンサンブル金沢　珠洲公演 ラポルトすず 鈴木織衛 Tp: 日野皓正、Pf: 石井彰

作曲演出：植村伸夫、
Sop:熊田祥子、安藤明根、
Ten:湯川晃、Bar:安藤常光、
Pf:御薗紀子,G:加藤裕幸

2012.10.13 第６回能美市ファミリーコンサート 能美市根上総合文化会館 鈴木織衛 Tp: 日野皓正、Pf: 石井彰

2012.9.25 第３６回名古屋定期公演 愛知県芸術劇場コンサートホール 井上道義

2012.10.3 Fantastic Classical Concert 石川県立音楽堂コンサートホール 志村健一

2012.9.23 ＯＥＫ大阪定期公演 ザ・シンフォニーホール 井上道義



モーツァルト セレナード 第9番 ニ長調 K.320 「ポストホルン」 第2楽章
モーツァルト ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447 第3楽章（抜粋）
モーツァルト フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314（285d） 第3楽章（抜粋）
モーツァルト クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 第3楽章（抜粋）
モーツァルト ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191（186e） 第3楽章（抜粋）

Pf: 村木遼伍 モーツァルト ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調 K.537 「戴冠式」 第1楽章
Vn: 服部百音　 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」 第3楽章

モーツァルト 交響曲 第1番 変ホ長調 K.16 第1楽章
モーツァルト 歌劇「後宮からの誘拐」序曲 K.384（抜粋）
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）
モーツァルト セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章（抜
モーツァルト オーボエ協奏曲 ハ長調 K.271k 第3楽章（抜粋）
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」 第4楽章（抜粋）
エルガー 愛のあいさつ 作品12
クライスラー 美しきロスマリン 作品55-4
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「夜想曲」
クライスラー 愛の悲しみ
ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
クライスラー 愛の悲しみ
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50
メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「夜想曲」
エルガー 愛のあいさつ 作品12
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
クライスラー 美しきロスマリン 作品55-4

2012.11.21 第３３０回定期公演マイスターシリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール 佐藤正浩

演出：茂山あきら、Carmen:R.Shaham, 
Don Jose: R.L.Spina, Escamilio: 
J.Bloom, Michaela: 小川里美、合唱：
OEKカルメン合唱団　その他

ビゼー 「カルメン」

2012.11.25 小松定期公演”秋” こまつ芸術劇場うらら 井上道義
Carmen: 鳥木弥生、DJ.：J.健・ヌッツォ、
Escamilio: J.ハオ、Michaela:小川里美

ビゼー 「カルメン」

クーツ／榊原栄 「クリスマスソング・メドレー」から「サンタが街にやってくる」
賛美歌／榊原栄 編 「クリスマスソング・メドレー」から「もろびとこぞりて」
グルーバー／榊原栄 編 「クリスマスソング・メドレー」から「きよしこの夜」
ドイツ民謡／榊原栄 編 「クリスマスソング・メドレー」から「もみの木」
バーリン／榊原栄 編 「クリスマスソング・メドレー」から「ホワイト・クリスマス」
賛美歌／榊原栄 編 「クリスマスソング・メドレー」から「天には栄え」
ピアポント／榊原栄 編 「クリスマスソング・メドレー」から「ジングルベル」
マークス／榊原栄 編 オラトリオ「メサイア」
民謡／榊原栄 編 「クリスマスソング・メドレー」から「グリーンスリーヴズ 」
ヘンデル オラトリオ「メサイア」

2012.12.14 バレエ特別公演 石川県立音楽堂コンサートホール 鈴木織衛
演出：Marek Tuma  Ballet Meister: Ariel 
Rodriugez

チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」作品20

2012.12.15 Fantastic Classical Concert 石川県立音楽堂コンサートホール 鈴木織衛
演出：Marek Tuma  Ballet Meister: Ariel 
Rodriugez

チャイコフスキー バレエ「白鳥の湖」作品20

Sop: 中島彰子 シュトルツ 喜歌劇「王様のお気に入り」から 「あなたは私の心の王様」
スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲

Ten: 吉田浩之, レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「君はわが心のすべて」
Sop: 中島彰子、　Ten: 吉田浩之 レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「唇は黙っていても，ヴァイオリンはささやく」
Sop: 中島彰子、　Ten: 吉田浩之 カールマン 喜歌劇「チャールダーシュの女王」から 「踊りたい」

J.シュトラウスⅡ ワルツ「南国のばら」 作品388
ジーツィンスキ わが夢の街ウィーン

Vn.サイモン・ブレンディス コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第2楽章
J.シュトラウスⅡ ポルカ「狩りにて」 作品373
コルンゴルト シュトラウシアーナ
コルンゴルト バレエ音楽「雪だるま」から「序曲」

Ten: 吉田浩之 スッペ 喜歌劇「ボッカッチョ」から 「恋は優しい野辺の花よ」
Sop: 中嶋彰子 ツェラー 喜歌劇「小鳥売り」から「私は郵便配達のクリステル」
Sop: 中嶋彰子、　Ten: 吉田浩之, 
Vn:S.Blendis

コルンゴルト 歌劇「死の都」から「私に残された幸せ」

Sop: 中嶋彰子 カタラーニ 歌劇「ラ・ワリー」から 「さようなら、ふるさとの家よ」

2012.12.2 クリスマス＆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

Sop:朝倉あづさ、M.Sop: 池田香織、
Ten: 志田雄啓、Bar:安藤常光　
北陸聖歌合唱団　OEKエンジェルコーラ
ス

2013.1.6 ニューイヤーコンサート2013 射水公演 アイザック小杉文化ホール 井上道義

Vn: 千住真理子

2012.11.7 アフタヌーン・スペシャルコンサート 富山県民会館大ホール 清水史広 Vn: 千住真理子

2012.11.4 小学生のためのクラシック 石川県立音楽堂コンサートホール 鈴木織衛

2012.11.6 アフタヌーン・スペシャルコンサート 石川県立音楽堂コンサートホール 清水史広



Sop: 中嶋彰子 カタラーニ 歌劇「ラ・ワリー」から 「さようなら、ふるさとの家よ」
Sop: 中嶋彰子 ツェラー 喜歌劇「小鳥売り」から「私は郵便配達のクリステル」
Ten: 吉田浩之 スッペ 喜歌劇「ボッカチオ」から 「恋はやさし野辺の花よ」

スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲
コルンゴルト シュトラウシアーナ
ジーツィンスキ わが夢の街ウィーン

Vn. サイモン・ブレンディス コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第２楽章
Ten: 吉田浩之 レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「君はわが心のすべて」
Sop: 中嶋彰子、　Ten: 吉田浩之, 
Vn:S.Blendis

シュトルツ 喜歌劇「王様のお気に入り」から 「あなたは私の心の王様」

J.シュトラウスⅡ ワルツ「南国のばら」 作品388
J.シュトラウスⅡ ポルカ「狩りにて」 作品373

Sop: 中嶋彰子、　Ten: 吉田浩之 カールマン 喜歌劇「チャールダーシュの女王」から 「踊りたい」
Sop: 中嶋彰子、　Ten: 吉田浩之 レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「唇は黙っていても，ヴァイオリンはささやく」
Sop: 中嶋彰子 コルンゴルト 歌劇「死の都」から「私に残された幸せ」

コルンゴルト バレエ音楽「雪だるま」から「序曲」
ジーツィンスキ わが夢の街ウィーン

Sop: 中嶋彰子 シュトルツ 喜歌劇「王様のお気に入り」から 「あなたは私の心の王様」
Sop: 中嶋彰子、　Ten: 吉田浩之, 
Vn:S.Blendis

レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「君はわが心のすべて」

コルンゴルト シュトラウシアーナ
J.シュトラウスⅡ ポルカ「狩りにて」 作品373

Sop: 中嶋彰子 ツェラー 喜歌劇「小鳥売り」から「私は郵便配達のクリステル」
J.シュトラウスⅡ ワルツ「南国のばら」 作品388

Sop: 中嶋彰子、　Ten: 吉田浩之 スッペ 喜歌劇「ボッカチオ」から 「恋はやさし野辺の花よ」
Sop: 中嶋彰子 コルンゴルト 歌劇「死の都」から「私に残された幸せ」

スッペ 喜歌劇「詩人と農夫」序曲
Sop: 中嶋彰子、　Ten: 吉田浩之 カールマン 喜歌劇「チャールダーシュの女王」から 「踊りたい」

コルンゴルト バレエ音楽「雪だるま」から「序曲」
Vn.サイモン・ブレンディス コルンゴルト ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
Sop: 中嶋彰子 カタラーニ 歌劇「ラ・ワリー」から 「さようなら、ふるさとの家よ」
Sop: 中嶋彰子、　Ten: 吉田浩之 レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「唇は黙っていても，ヴァイオリンはささやく」

バーバー 弦楽のためのアダージョ
アンダーソン そりすべり
アンダーソン ジャズ・ピチカート
アンダーソン ホーム・ストレッチ
アンダーソン フィドル・ファドル
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「花の歌」
村井邦彦／鈴木豊乃 編 翼をください
滝廉太郎／鈴木豊乃 編 荒城の月
アンダーソン 舞踏会の美女
カッチーニ アヴェ・マリア
長渕剛／鈴木豊乃 編 乾杯
新井満／山下康介 編 千の風になって
八木澤教司／福嶋頼秀 編 あすという日が
加古隆 大河の一滴幻想曲
アンダーソン チキン・リール
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
モーツァルト ミサ曲 ハ短調 K.427（417a）
J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲 作品437
シベリウス 祝祭アンダンテ
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
グリーグ 2つの悲しい旋律 作品34から 「過ぎた春」
シベリウス  「悲しいワルツ」 作品44-1

Vn. ボリス・ベルキン プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63
プロコフィエフ 交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」

Vn. ボリス・ベルキン、アビゲイル・ヤングモーツァルト 2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ ハ長調 K.190（186e）
モーツァルト 交響曲 第40番 ト短調 K.550

2013.3.2 カレッジコンサート 石川県立音楽堂コンサートホール 松井慶太

2013.3.14 第２９回東京定期公演 サントリーホール 井上道義

2013.1.31 Fantastic Classical Concert 石川県立音楽堂コンサートホール 鈴木織衛 Vocal: 秋川雅史

2013.2.26 第３３２回定期公演フィルハーモニーシリーズ 石川県立音楽堂コンサートホール マルク・ミンコフスキ

2013.1.9 ニューイヤーコンサート2013 東京公演 紀尾井ホール 井上道義

2013.1.22 ニューイヤーコンサート2013大阪公演 いずみホール 井上道義



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
宇崎竜童／藤野浩一 編 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ 
佐瀬寿一／藤野浩一 編 およげ！たいやきくん
織田哲郎／藤野浩一 編 愛は時を越えて
筒美京平／藤野浩一 編 たそがれマイ・ラブ
スタイナー／藤野浩一 編 映画「避暑地の出来事」から 「夏の日の恋」
リドル／藤野浩一 編 Batmobile to Airport
アラン／藤野浩一 編 ミスター・ロンリー
バカラック／藤野浩一 編 雨に濡れても
マンシーニ／藤野浩一 編 ストリングス・オン・ファイアー！
ハーライン／藤野浩一 編 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
アレグロ他／藤野浩一 編 エーゲ海の真珠
山本直純／藤野浩一 編 男はつらいよ
佐藤健 大人の恋をしましょう
来生たかお／藤野浩一 編 シルエットロマンス
森田公一／藤野浩一 編 青春時代
池田謙吉＋前田伸夫／藤野浩一 編走れコウタロー
マントヴァーニ／藤野浩一 編 シャルメーヌ
加藤和彦／藤野浩一 編 あの素晴らしい愛をもう一度
大野克夫／藤野浩一 編 勝手にしやがれ
いずみたく／藤野浩一 編 太陽がくれた季節
荒井由実／藤野浩一 編 あの日にかえりたい
都倉俊一／藤野浩一 編 UFO
モーガン／藤野浩一 編 オリーブの首飾り
都倉俊一／藤野浩一 編 UFO
宇崎竜童／藤野浩一 編 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ 
荒井由実／藤野浩一 編 あの日にかえりたい
森田公一／藤野浩一 編 青春時代
大野克夫／藤野浩一 編 勝手にしやがれ
佐瀬寿一／藤野浩一 編 およげ！たいやきくん
来生たかお／藤野浩一 編 シルエットロマンス
筒美京平／藤野浩一 編 たそがれマイ・ラブ
モーガン／藤野浩一 編 オリーブの首飾り
山本直純／藤野浩一 編 男はつらいよ
スタイナー／藤野浩一 編 映画「避暑地の出来事」から 「夏の日の恋」
池田謙吉＋前田伸夫／藤野浩一 編走れコウタロー 
アレグロ他／藤野浩一 編 エーゲ海の真珠
リドル／藤野浩一 編 Batmobile to Airport
アラン／藤野浩一 編 ミスター・ロンリー
バカラック／藤野浩一 編 雨に濡れても
マンシーニ／藤野浩一 編 ストリングス・オン・ファイアー！
ハーライン／藤野浩一 編 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
いずみたく／藤野浩一 編 太陽がくれた季節
佐藤健 大人の恋をしましょう
マントヴァーニ／藤野浩一 編 シャルメーヌ
加藤和彦／藤野浩一 編 あの素晴らしい愛をもう一度 
織田哲郎／藤野浩一 編 愛は時を越えて
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第1番 変ロ長調 K.207
ベートーヴェン 交響曲 第2番 ニ長調 作品36

Pf：小森野枝 プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
Pf：桑野郁子 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

Pf：川合亜実 ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18

パガニーニ 妖精の踊り

モーツァルト
セレナード 第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハト
ムジーク」

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲

ウェーバー 歌劇「魔弾の射手」 作品77から 「狩人の合唱」
2012.8.5 まるごとしらかわの日　第1部 三井住友海上しらかわホール

Vn/清水陽　Pf/多上華菜　堤優衣　
塩谷美和

2012.5.12 第18回岩倉定期演奏会 岩倉市総合体育文化センター 齊藤一郎 Vn/寺田史人

2012.7.27 コンチェルトシリーズNo.34 愛知県芸術劇場コンサートホール 齊藤一郎

2012.4.7 あの日に帰りたい青春ソング 常滑市民文化会館 藤野浩一 Vo/大橋純子

2012.4.8 あの日に帰りたい青春ソング 中京大学文化市民会館プルニエホール 藤野浩一 Vo/大橋純子



アンダーソン タイプライター
糀場富美子 ピアノ協奏曲“Do”　子供の為に
ドビュッシー ベルガマスク組曲から 「月の光」
L.モーツァルト カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）
モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467 第2楽章

Pf：山本多恵佳 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調
Pf：熊代治子 ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
Pf：山本多恵佳　熊代治子 サン＝サーンス 動物の謝肉祭

ハイドン 弦楽四重奏曲 第77番 ハ長調 作品76-3  「皇帝」

ブラームス クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115
Pf：諸戸詩乃 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
Sop：二宮咲子、Alt/相可佐代子、
Ten：中井亮一、
Bar：木村聡、合唱：悠久の第９合唱

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

メンデルスゾーン 序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
Pf：前川晶 ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
Vn：森彩香 ブラームス ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
Pf：岡田知子 ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
Pf：西岡雄太 チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
Pf：木村智香 ラヴェル ピアノ協奏曲 ト長調

ドヴォルザーク チェコ組曲　ニ長調 作品39から　「ポルカ」
グリーグ ピアノ協奏曲　イ長調　作品16
ドヴォルザーク 交響曲第９番ホ短調　作品95「新世界より」

2013.3.17 第２回稲沢名曲コンサート 稲沢市民会館中ホール 古谷誠一

2013.1.6 第3回四日市定期演奏会 四日市市文化会館第1ホール 古谷誠一

2013.3.25 コンチェルトの夕べ 愛知県芸術劇場コンサートホール 古谷誠一

2012.8.5 まるごとしらかわの日　室内楽コンサート 三井住友海上しらかわホール

2012.12.13 市民合唱による　悠久の第九 愛知県芸術劇場コンサートホール 齊藤一郎

2012.8.5 まるごとしらかわの日　第1部 三井住友海上しらかわホール
Vn/清水陽　Pf/多上華菜　堤優衣　
塩谷美和

2012.8.5 まるごとしらかわの日　第2部 三井住友海上しらかわホール 古谷誠一



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
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」から 「カンカン」
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「前奏曲」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スッペ 喜歌劇『軽騎兵』序曲
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
杉本竜一／岩本渡 編 Believe
アンダーソン ジャズ・ピチカート
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「前奏曲」
久石譲／岩本渡 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ドニゼッティ 歌劇「連隊の娘」から 「友よ，今日は楽しい日」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
グリーグ 「ペール・ギュント」 第2組曲 作品55から 「ペール・ギュントの帰郷」
グリーグ 「ペール・ギュント」 第2組曲 作品55から 「ソルヴェイグの歌」

久石譲／岩本渡 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
いずみたく 手のひらを太陽に
アンダーソン トランペット吹きの休日
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「オーゼの死」
高井達雄／青島広志 編 鉄腕アトム

グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
カプア オー・ソレ・ミオ
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「山の魔王の宮殿にて」
アンダーソン トランペット吹きの子守歌
メンデルスゾーン 劇付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
久石譲 映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」から 「カンカン」
ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
アンダーソン ジャズ・ピチカート
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
杉本竜一／岩本渡 編 Believe
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「前奏曲」
J.シュトラウスⅡ ラデツキー行進曲 作品228
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
シューベルト 劇付随音楽「キプロスの女王ロザムンデ」序曲 D.797
シューベルト 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485
シューベルト 交響曲 第6番 ハ長調 D.589
ドヴォルザーク チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
ドヴォルザーク 交響曲 第6番 ニ長調 作品60
J.シュトラウスⅡ 雷鳴と稲妻 作品324
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」から 「カンカン」
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
杉本竜一／岩本渡 編 Believe
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「山の魔王の宮殿にて」
井上武士／岩本渡 編 「海の日メドレー」（海）
コープランド 市民のためのファンファーレ
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64 第4楽章
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
成田為三 浜辺の歌
文部省唱歌 われは海の子
サン＝サーンス 序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28
グノー 操り人形の葬送行進曲
サン＝サーンス 交響詩「死の舞踏」 作品40
ボブ佐久間 インストゥルメンタル・ブルース
河村光陽 かもめの水兵さん
ベルリオーズ 序曲「海賊」 作品21
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

2012.7.16 川瀬賢太郎の海の日ファミリー・コンサート 愛知県芸術劇場コンサートホール 川瀬賢太郎 ヴァイオリン：安田理沙

2012.7.20
コバケン・スペシャル ファイナル 
ベートーヴェン・セレクションⅢ

愛知県芸術劇場コンサートホール 小林研一郎 Vn.有希・マヌエラ・ヤンケ

2012.6.24
第31回市民会館
名曲シリーズ ドヴォルザーク・セレクションⅠ

中京大学文化市民会館オーロラホール 川瀬賢太郎 Vc.ドミトリー・フェイギン

2012.6.29 名フィル移動音楽教室 名古屋市立滝の水小学校体育館 吉田行地

2012.6.5 名フィル移動音楽鑑賞教室 名古屋市立植田小学校 角田鋼亮

2012.6.9
しらかわシリーズVol.19 
シューベルト・ツィクルスⅢ

三井住友海上しらかわホール 鈴木秀美

2012.5.11 名フィル移動音楽鑑賞教室 名古屋市立名東小学校体育館 角田鋼亮 司会・歌：橋本千波

2012.5.22
2012.5.23

0歳から100歳まで 
ブルーアイランド氏のおしゃべりコンサート

中京大学文化市民会館オーロラホール 青島広志 Ten.小野勉



マンシーニ 「ピンク・モンド・メドレー」（ピンクパンサー）
スタイナー 映画「風と共に去りぬ」から「南部の荒廃」
スタイナー 映画「風と共に去りぬ」から「舞踏会」
スタイナー 映画「風と共に去りぬ」から「メインタイトル」
スタイナー 映画「風と共に去りぬ」から「ファンファーレ」
ルグラン 映画「シェルブールの雨傘」から「アイ・ウィル・ウェイト・フォー・ユー」
スタイナー 映画「風と共に去りぬ」から 「タラのテーマ」
スタイナー 映画「風と共に去りぬ」から「フィナーレ」
ノーマン 「ピンク・モンド・メドレー」（映画「007」から 「ジェームス･ボンドのテーマ」）
スタイナー 映画「風と共に去りぬ」から「メラニーの死」
カーン 煙が目にしみる
ホーナー 映画「アメリカ物語」から「サムホェア・アウト・ゼア」
ディ・クルティス 「カンツォーネ・メドレー」から「帰れソレントへ」
ディ・カプア 「カンツォーネ・メドレー」から「オー・ソレ・ミオ」
デンツァ 「カンツォーネ・メドレー」から「フニクリ・フニクラ」
ロータ 映画「ゴッドファーザー」から 「愛のテーマ」
長岡成貢 Melodia～君に捧げる愛の歌～
アズナヴール 映画「ノッティングヒルの恋人」から「「She」
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
藤澤ノリマサ 心のアルバム
ベートーヴェン／藤澤ノリマサ 編 希望の歌～交響曲第九番～
シルヴェストリ 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
ナポリ民謡／コットラウ 編 「カンツォーネ・メドレー」から「サンタ・ルチア」
クリュー・ボブ＋ゴーディオ・ボブ 君の瞳に恋してる
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
フチーク 剣士の入場 作品68
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
ボルヌ カルメン幻想曲
オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「ホフマンの舟歌」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第2楽章
マスカーニ 歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ドビュッシー ベルガマスク組曲から 「月の光」
J.ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」から 「メインタイトル」
モーツァルト／青谷良明 編 きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265
いずみたく／杉浦哲郎 編 見上げてごらん夜の星を
ホルスト／山本直人 編 組曲「惑星」 作品32から 「木星」
ハーライン／岩本渡 編 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
いずみたく／杉浦哲郎 編 手のひらを太陽に
モーツァルト／青谷良明 編 きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ドビュッシー ベルガマスク組曲から 「月の光」
J.ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」から 「メインタイトル」
いずみたく／杉浦哲郎 編 手のひらを太陽に 
いずみたく／杉浦哲郎 編 見上げてごらん夜の星を
ハーライン／岩本渡 編 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
ホルスト／山本直人 編 組曲「惑星」 作品32から 「木星」
ケンツビッチ ユーフォニアム協奏曲「皇帝」
ガーシュイン ミュージカル「ストライク・アップ・ザ・バンド」
デュカス バレエ音楽「ラ・ペリ」から 「ファンファーレ」
和田信 行進曲「希望の空」
リード／中原達彦 編 アルメニアン･ダンス　パートI
和田薫 吹奏楽のための土俗的舞曲
レスピーギ 交響詩「ローマの祭り」
矢部政男／和田薫 編 航空自衛隊行進曲「空の精鋭」
ジェイガー シンフォニア・ノビリッシマ
いずみたく／杉浦哲郎 編 見上げてごらん夜の星を
いずみたく／杉浦哲郎 編 手にひらを太陽に
ハーライン／岩本渡 編 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
J.ウィリアムズ 映画「スター・ウォーズ」から 「メインタイトル」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ホルスト／山本直人 編 組曲「惑星」 作品32から 「木星」
モーツァルト／青谷良明 編 きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265
ドビュッシー ベルガマスク組曲から 「月の光」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集 作品46
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
チャイコフスキー 祝典序曲「1812年」 作品49
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a
アンダーソン クリスマス・フェスティバル
ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

武満徹 3つの映画音楽

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
シューベルト ヴァイオリンと管弦楽のためのポロネーズ 変ロ長調 D.580
シューベルト 交響曲 第2番 変ロ長調 D.125
シューベルト 歌劇「アルフォンソとエストレッラ」序曲 D.732
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
マスカーニ 歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
カタラーニ 歌劇「ラ・ワリー」から 「さようなら、ふるさとの家よ」
モーツァルト フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313（285c）
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
ダヴィッド ファゴット小協奏曲
ヴェルディ 歌劇「運命の力」から 「神よ，平和を与えたまえ」

2013.2.7 オービック・スペシャルコンサート2013 愛知県芸術劇場コンサートホール 小林研一郎 Vn.瀬崎明日香

2013.2.19
文化庁委託事業＜平成24年度次代の文化創造する新進芸術家育成事業＞
新進演奏家育成プロジェクト　オーケストラ・シリーズ　第9回名古屋

愛知県芸術劇場コンサートホール 竹本泰蔵
Sop.神原綾、Fl.岩崎花保、
Vn.高橋奈緒、Pf. 岩間智美、
Fg. 加藤佑

2012.12.23
2012.12.24

第33回市民会館名曲シリーズ「第九」演奏会 日本特殊陶業市民会館フォレストホール 川瀬賢太郎

Sop. 馬原裕子、
Ms. 山下牧子、
Ten.大槻孝志
Bar. 小森輝彦、
合唱：愛知県合唱連盟

2013.2.3
しらかわシリーズVol.20
シューベルト・ツィクルスⅣ

三井住友海上しらかわホール ライナーホーネック Vn.ライナー・ホーネック

2012.10.31
第32回市民会館名曲シリーズ　
ドヴォルザーク・セレクションⅡ

日本特殊陶業市民会館フォレストホール 円光寺雅彦

2012.12.19
―南山大学同窓会設立60周年記念―
クリスマス・スペシャル・コンサート

愛知県芸術劇場コンサートホール 栁澤寿男 Pf. 牛田智大

2012.9.30

市民会館会館40周年記念 
航空自衛隊空中音楽隊
＋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

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
山下一史, 
中村芳文

ユーフォニアム：外囿祥一郎

2012.10.2
「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 田中祐子

2012.9.25
夢いっぱいの特等席 福祉コンサート
名古屋公演

名古屋国際会議場センチュリーホール 田中祐子

2012.9.26
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 田中祐子

2012.7.29 サマー・スペシャル・ポップスコンサート 名古屋特殊陶業市民会館フォレストホール 藤野浩一 Vo.藤澤ノリマサ

2012.8.26 夢いっぱいの特等席　チャリティコンサート 名古屋市公会堂 工藤俊幸 Fl.橋本岳人



R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「サウンド・オブ・ミュージック」
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「エーデルワイス」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
外山雄三 管弦楽のためのラプソディ
アンダーソン 舞踏会の美女
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ひとりぼっちの羊飼い」
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「すべての山に登れ」
R.ロジャーズ／ カジノユキ 編 サウンド・オブ・ミュージック・メドレー
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から  「アラゴネーズ」 「間奏曲」 「闘牛士」
グノー 歌劇「ロメオとジュリエット」から 「私は夢に生きたい」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「私のお気に入り」
R.ロジャーズ 「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」
ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53
ドヴォルザーク 交響曲 第7番 ニ短調 作品70
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第2集 作品72
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」

2013.3.13
第35回市民会館名曲シリーズ　
ドヴォルザーク・セレクションⅣ

日本特殊陶業市民会館フォレストホール ダグラス・ボストック

2013.2.23
私たちの住む街のために　
名フィルチャリティ・コンサート

日本特殊陶業市民会館フォレストフォール 田中祐子
司会・ソプラノ・ナレーション：
橋本千波

2013.2.28
第34回市民会館名曲シリーズ　
ドヴォルザーク・セレクションⅢ

日本特殊陶業市民会館フォレストホール マーティン・ブラビンズ Vn：松山冴花



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
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から 変イ長調 作品46-3
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92
ドヴォルザーク／
ボフスラフ・レオポルト 編

ユモレスク 変ト長調 作品101-7

ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
マーラー 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 第4楽章
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 K.620
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
ホルスト 組曲「惑星」 作品32から 「木星」
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」

モーツァルト
歌劇「魔笛」 K.620から 「復讐の炎は地獄のようにわが胸
に燃え」

ビゼー 歌劇「カルメン」 から「衛兵の交代」 ？
ビゼー 歌劇「カルメン」第3幕への間奏曲
オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「森の小鳥はあこがれを歌う」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲
ビゼー 歌劇「カルメン」 から「前奏曲」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
ビゼー 歌劇「カルメン」から「衛兵の交代」 
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
ビゼー 歌劇「カルメン」 から「前奏曲」
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ビゼー 歌劇「カルメン」間奏曲 第2番（第3幕への間奏曲）
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」序曲

モーツァルト
歌劇「魔笛」 K.620から 「復讐の炎は地獄のようにわが胸
に燃え」

オッフェンバック 歌劇「ホフマン物語」から 「森の小鳥はあこがれを歌う」
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第3幕「情景」
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 「序奏」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「あし笛の踊

チャイコフスキー
バレエ音楽「眠りの森の美女」作品 66から 「アダージョ」 
「パ・ダクション」

チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「行進曲」

チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「金平糖の精
の踊り」

チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「中国の踊り」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」作品 66から「ワルツ」 
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第2幕「情景」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第1幕「ワルツ」

チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第3幕「ハンガリーの
踊り」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第3幕「ナポリの踊り」
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第3幕「スペインの踊り」

チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第2幕 「4羽の白鳥
の踊り」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第2幕「情景」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「中国の踊り」

チャイコフスキー
バレエ音楽「眠りの森の美女」作品 66から 「アダージョ」　
「パ・ダクション」

チャイコフスキー バレエ組曲「眠りの森の美女」作品 66aから「ワルツ」 

2012.8.3 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市呉竹文化センター 増井信貴

2012.8.4 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市西文化会館ウエスティ 増井信貴

2012.7.7 京都市交響楽団みんなのコンサート2012「珠玉の名曲～オペラの世界」京都市東部文化会館 園田隆一郎 Sop：安藤るり

2012.7.8 京都市交響楽団みんなのコンサート2012「珠玉の名曲～オペラの世界」京都市北文化会館 園田隆一郎 Sop：安藤るり

2012.4.7 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・大ホール広上淳一 Ｖｎ：パヴェル・シュポルツル

2012.6.24 京都市交響楽団オーケストラ・ディスカバリー2012 第1回 京都コンサートホール・大ホール広上淳一 Pf：小川典子



チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「行進曲」

チャイコフスキー
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「金平糖の精
の踊り」

チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第2幕「情景」

チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第2幕 「4羽の白鳥
の踊り」

チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「あし笛の踊
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第3幕「スペインの踊り」
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第3幕「ナポリの踊り」

チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 第3幕「ハンガリーの
踊り」

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から「序奏」
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」作品20から 第1幕「ワルツ」
デビッド＋ホフマン／倉知竜
也 編

ディズニー・ファンタスティック・メドレー（ビビディバビディ
ブー）

ドッド／倉知竜也 編
ディズニー・ファンタスティック・メドレー（ミッキーマウス・
マーチ）

J.シュトラウスⅡ ポルカ「クラップフェンの森にて」 作品336
アンダーソン チキン・リール
アンダーソン 踊る子猫
マンシーニ 子象の行進
リムスキー＝コルサコフ 歌劇「皇帝サルタンの物語」から 「熊ん蜂の飛行」
プライアー 口笛吹きと犬
アンダーソン ホーム・ストレッチ
アメリカ民謡／井澗昌樹 編 森のくまさん
チャーチル／倉知竜也 編 ディズニー・ファンタスティック・メドレー（ハイ・ホー）

ウルベル／倉知竜也 編
ディズニー・ファンタスティック・メドレー（ジッパ・ディー・
ドゥー・ダー）

リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン／倉知竜
也 編

ディズニー・ファンタスティック・メドレー（スーパーカリフラ
ジリスティックエクスピアリドーシャス）

リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン／倉知竜
也 編

ディズニー・ファンタスティック・メドレー（チムチムチェ
リー）

ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ギャロップ」
リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン／倉知竜
也 編

ディズニー・ファンタスティック・メドレー（小さな世界）

デビッド＋ホフマン／倉知竜
也 編

ディズニー・ファンタスティック・メドレー（ビビディバビディ
ブー）

チャーチル／倉知竜也 編 ディズニー・ファンタスティック・メドレー（ハイ・ホー）

ウルベル／倉知竜也 編
ディズニー・ファンタスティック・メドレー（ジッパ・ディー・
ドゥー・ダー）

リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン／倉知竜
也 編

ディズニー・ファンタスティック・メドレー（スーパーカリフラ
ジリスティックエクスピアリドーシャス）

リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン／倉知竜
也 編

ディズニー・ファンタスティック・メドレー（チムチムチェ
リー）

アンダーソン チキン・リール

ドッド／倉知竜也 編
ディズニー・ファンタスティック・メドレー（ミッキーマウス・
マーチ）

リムスキー＝コルサコフ 歌劇「皇帝サルタンの物語」から 「熊ん蜂の飛行」
プライアー 口笛吹きと犬
リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン／倉知竜
也 編

ディズニー・ファンタスティック・メドレー（小さな世界）

アンダーソン 踊る子猫

2012.8.22 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市交響楽団北文化会館 関谷弘志

2012.8.23 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市右京ふれあい文化会館 関谷弘志

2012.8.4 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市西文化会館ウエスティ 増井信貴



マンシーニ 子象の行進
J.シュトラウスⅡ ポルカ「クラップフェンの森にて」 作品336
ハチャトゥリヤン 組曲「仮面舞踏会」から 「ギャロップ」
アメリカ民謡／井澗昌樹 編 森のくまさん
アンダーソン ホーム・ストレッチ

ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「カスチェイの凶暴な踊り」

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「終曲」
ベートーヴェン 「エグモント」序曲 作品84
ストラヴィンスキー バレエ組曲「火の鳥」から 「子守歌」
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
コープランド バレエ組曲「ロデオ」から 「カウボーイの休日」
コープランド バレエ組曲「ロデオ」から 「カウボーイの休日」
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
ラフマニノフ 交響曲 第2番 ホ短調 作品27

ロザン（ナビゲーター） ムソルグスキー／リムスキー＝コルサコフ 編交響詩「はげ山の一夜」
ロザン（ナビゲーター） 外山雄三 管弦楽のためのラプソディ
ロザン（ナビゲーター） ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
ロザン（ナビゲーター） グローフェ 組曲「グランド・キャニオン」から 「山道を行く」
Org：桑山彩子、
ロザン（ナビゲーター）

サン＝サーンス 交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」 第2楽章から

マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調 第4楽章「アダージェット」

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

ロッシーニ 歌劇「泥棒かささぎ」序曲

2012.12.27 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・大ホール沼尻竜典 ワーグナー 舞台神聖祝典劇「パルジファル」 第1幕への前奏曲

2012.12.27
2012.12.28

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・大ホール沼尻竜典

ソプラノ：コ・ヒョナ、
メゾ・ソプラノ：澤村 翔子、
テノール：チャールズ・キム
バリトン：青山 貴、
合唱：京響コーラス

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012.12.28 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・大ホール沼尻竜典 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 交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
ドリーブ 小管弦楽のための2つの小品から 「春を告げるかっこう」
コープランド エル・サロン・メヒコ
ラヴェル 古風なメヌエット
エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ロドリーゴ アランフェス協奏曲
ケテルビー ペルシャの市場にて
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ長調 作品53
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」作品35
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲 イ長調 作品53
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」作品35

2012.4.8 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 Ｖｎ：パヴェル・シュポルツル

2013.2.24 京都市交響楽団オーケストラ・ディスカバリー2012 第4回 京都コンサートホール・大ホール山下一史 ギター：大萩康司

2012.4.5 京都市交響楽団新潟公演 りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館広上淳一 Ｖｎ：パヴェル・シュポルツル

2012.12.7 京響友の会　スペシャル・コンサート
京都コンサートホール・アンサ
ンブルホール
ムラタ

広上淳一

2013.1.12 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・大ホール山田和樹 Pf：仲道郁代

2012.9.30 京都市交響楽団魚津公演 新川文化ホール「ミラージュホール」広上淳一 Ｐｆ：山下洋輔

2012.11.18 京都市交響楽団オーケストラ・ディスカバリー2012第3回 京都コンサートホール・大ホール岩村力

2012.8.26 京都市交響楽団オーケストラ・ディスカバリー2012第2回 京都コンサートホール・大ホール三ツ橋敬子 Vn：泉原隆志

2012.9.28 京都市交響楽団第3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 Pf：山下洋輔

2012.8.23 京都市交響楽団みんなのコンサート 京都市右京ふれあい文化会館 関谷弘志



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
シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
シベリウス 交響曲 第1番 ホ短調 作品39
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ドニゼッティ 歌劇「リタ」から 「私は楽しい」
プロコフィエフ 交響的物語「ピーターと狼」 作品67
久石譲／青島広志 編 映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
青島広志 その後のピーターと狼
ロッシーニ 歌劇「どろぼうかささぎ」序曲
グラズノフ ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
ショスタコーヴィチ 祝典序曲 作品96
プロコフィエフ ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
ドビュッシー／H.ビュッセル編 小組曲
サン＝サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」から

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2013.1.6 第７５回名曲コンサート《こうもり》 ザ・シンフォニーホール 寺岡　清高

二塚　直紀（ｱｲｾﾞﾝｼｭﾀｲﾝ）、
上村　智恵（ﾛｻﾞﾘﾝﾃﾞ）、
片桐　直樹（ﾌﾗﾝｸ）、
山田　愛子（ｵﾙﾛﾌｽｷｰ公爵）、　　　　
　竹田　昌弘（ｱﾙﾌﾚｰﾄﾞ）、
晴　雅彦（ﾌｧﾙｹ博士）、
髙嶋　優羽（ｱﾃﾞｰﾚ）、
三代澤　康司（ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ）

J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」（抜粋）

マルトゥッチ 夜想曲 変ト長調 作品70-1
ブルッフ 2台のピアノと管弦楽のための協奏曲 変イ短調 作品88a
スヴェンセン 交響曲 第2番 変ロ長調 作品15
J.シュトラウスⅡ ワルツ「春の声」 作品410
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
J.シュトラウスⅡ アンネン・ポルカ 作品117
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48から 「ワルツ」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ト短調 作品46-8
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」

2013.3.16 第16回東京公演 すみだトリフォニーホール 児玉　宏 Pf. 山本　貴志、佐藤　卓史

2013.3.31 オーケストラの日2013 堺市立東文化会館 永峰　大輔

2012.11.3 第７４回名曲コンサート《運命》 ザ・シンフォニーホール 山田　和樹 Vc. 山崎　伸子

2012.12.27 特別演奏会　感動の第九 ザ・シンフォニーホール 現田　茂夫

Sop. 福田祥子、Alt. 山田愛子、
Ten. 角田和弘
Bar. 藤村匡人、
合唱：大阪交響楽団感動の第九
　　　　特別合唱団2012

2012.5.20 第７２回名曲コンサート《イタリア》 ザ・シンフォニーホール 児玉　宏 Vn. 滝　千春

2012.7.28 第７３回名曲コンサート《悲愴》 ザ・シンフォニーホール キンボー・イシイ Pf. 北村　朋幹

2012.4.15 第７１回名曲コンサート《フィンランディア》 ザ・シンフォニーホール 川瀬　賢太郎 Pf. 青柳　晋

2012.5.12
特別演奏会 
第４回青島広志の奇想天外オーケストラ

いずみホール 青島　広志 Ten.・語り 小野　勉



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
ヨーゼフ・シュトラウス ワルツ「天体の音楽」 作品235
ホルスト 組曲「惑星」 作品32
大栗裕 2つのファンファーレ
大栗裕 交響管弦楽のための組曲「雲水讃」第1楽章より
ベートーヴェン 自然における神の栄光
大栗裕 馬子唄による変装曲又はホルン吹きの休日
大栗裕 関西学院大学マンドリンクラブ部歌
大栗裕 舞踏詩
大栗裕 吹奏楽のための小狂詩曲
大栗裕 吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による
八橋検校作曲、須山知行・大栗裕編曲 箏と管弦楽のよる六段の調べ
大栗裕 ファンファーレ 大阪における医学総会のために
大栗裕 日本万国博覧会 EXPO'７０讃歌
大栗裕 交声曲「大阪証券市場100年」より「記念祝歌」
大栗裕 ヴァイオリン協奏曲より第3楽章
大栗裕 大阪俗謡による幻想曲
ムソルグスキー（リムスキー＝コルサコフ編曲） 歌劇「ホヴァンシチナ」前奏曲 “モスクワ河の夜明け”
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
ドヴォルザーク 交響曲　第９番　ホ短調　作品95「新世界より」
ハイドン 交響曲 第104番 ニ長調　Hob.Ⅰ 104 「ロンドン」
モーツァルト オーボエ協奏曲 ハ長調 K.271k
ベートーヴェン 交響曲　第２番　ニ長調　作品36

ワーグナー 歌劇「ローエングリン」より 第3幕への前奏曲

J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228

ベートーヴェン 交響曲　第５番「運命」第１楽章より

ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕前奏曲

宇野誠一郎 アイアイ

エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ドヴォルザーク 交響曲　第９番　ホ短調　作品95「新世界より」

ベートーヴェン 交響曲　第１番　ハ長調　作品21

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
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」
R. ジェイガー シンフォニア・ノビリッシマ
ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲

イベール アルト・サクソフォーンと11の楽器のための室内小協奏曲

ドビュッシー（デュカ編曲） サクソフォーンのためのラプソディ
J.S.バッハ（リード編曲）  「主よ，人の望みの喜びよ」（管弦楽版）
プッチーニ 菊の花
レスピーギ 交響詩「ローマの松」
ヘンデル 組曲「水上の音楽」から “ア・ラ・ホーン・パイプ”
アンダーソン そりすべり
アンダーソン サンドペーパー・バレエ
アンダーソン トランペット吹きの休日
パッヘルベル カノン
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a　セレクション
アンダーソン クリスマス・フェスティバル

2012.12.29 第9シンフォニーの夕べ ザ・シンフォニーホール マックス・ボンマー
市原愛（ソプラノ）、坂本朱（アルト）
福井敬（テノール）、小森輝彦（バリトン）、
合唱：大阪フィルハーモニー合唱団

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012.11.30 吹奏楽 meets オーケストラ ザ･シンフォニーホール 下野竜也 須川展也（サクソフォン）

2012.12.25 OSAKA光のルネサンス 大阪市中央公会堂 梅田俊明

2012.9.20
いずみホール特別演奏会：
ウィーン古典派シリーズⅧ

いずみホール 延原武春
木村能里子（ソプラノ）、郷家暁子（アルト）、
清水徹太郎（テノール）、篠部信宏（バリトン）、
合唱：大阪フィルハーモニー合唱団

2012.11.8
平日午後の名曲セレクション
〈マチネ･シンフォニー〉Vol.8

ザ･シンフォニーホール 井上道義 菊池洋子（ピアノ）

2012.7.28
2012.7.29

親子のためのオーケストラ体験教室 大阪フィルハーモニー会館 円光寺雅彦

2012.8.5 ３大交響曲の夕べ ザ・シンフォニーホール 小林研一郎

2012.6.9 京都特別演奏会 京都コンサートホール 飯森範親 南紫音（ヴァイオリン）

2012.6.29
いずみホール特別演奏会 
ウィーン古典派シリーズⅦ

いずみホール 延原武春 浅川和宏（オーボエ）

2012.4.18
平日午後の名曲セレクション
〈マチネ･シンフォニー〉 vol.７

ザ･シンフォニーホール 井上道義 合唱：ザ・カレッジ・オペラハウス合唱団

2012.4.20 大栗裕没後30年記念演奏会 ザ･シンフォニーホール
手塚幸紀, 
泉庄右衛門

栢本淑子（ソプラノ）、林誠（テノール）、
長原幸太（ヴァイオリン）、
関西歌劇団、
大阪市音楽団、桐絃社、
唱歌の学校心のうた合唱団、
大阪音大OBアンサンブル、
関西学院大学マンドリンクラブ、
特別編成１００人のホルンオーケストラ



ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」から“今の歌声は”
ロンバーグ 喜歌劇「学生王子」から“セレナーデ”
ヘンデル 歌劇「ジュリアス・シーザー」から“つらい運命に涙はあふれ”
バーンスタイン ミュージカル「ウエストサイド物語」から “マリア”
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
ベートーヴェン ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50
モンティ チャールダーシュ
プッチーニ 歌劇「ラ・ボエーム」より“私が町を歩くと”
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から“誰も寝てはならぬ”
チャイコフスキー 祝典序曲「1812年」 作品49

2013.1.12 第82回新春名曲コンサート ザ・シンフォニーホール 円光寺雅彦
成田達輝（ヴァイオリン）、
市原 愛（ソプラノ）、
福井 敬（テノール）



関西フィルハーモニー管弦楽団

開催日S 演奏会名 会場 指揮者 ソリスト 作曲者 邦題
ワーグナー ジークフリート牧歌
ブルックナー 序曲 ト短調
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲
ガーシュイン ラプソディ・イン・ブルー
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
モーツァルト 歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」序曲 K.588
モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）
モーツァルト 交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」
チャイコフスキー 瞑想曲作品72-5

Vla:大江のぞみ、中島悦子 J.S.バッハ ブランデンブルグ協奏曲 第6番 変ロ長調 BWV1051
Ｖｎ:ギオルギ・バブアゼ モーツァルト 交響曲 第32番 ト長調 K.318

モーツァルト 交響曲 第31番 ニ長調 K.297（300a） 「パリ」
R.シュトラウス 13管楽器のためのセレナーデ
ヘンデル 歌劇「リナルド」から 「涙の流れるままに」
アンダーソン 舞踏会の美女
マスネ 歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
スッペ 喜歌劇「ボッカッチョ」から 「恋は優しい野辺の花よ」
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
サルトリ&クアラントット タイム・トゥ・セイ・グッドバイ
滝廉太郎 荒城の月
ヘンデル 歌劇「リナルド」から 「涙の流れるままに」
チャイコフスキー 交響曲 第5番 ホ短調 作品64
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ブラームス ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

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

チャイコフスキー 弦楽セレナード ハ長調 作品48
モーツァルト セレナード 第12番 ハ短調 K.388（384a） 「ナハトムジーク」
メンデルスゾーン 弦楽四重奏のための4つの小品 第３曲　カプリッチョ ホ短調　作品81-3
ラヴェル 弦楽四重奏曲 ヘ長調　第1楽章 第4楽章
モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218
ベートーヴェン 序曲「コリオラン」序曲 作品62
ベートーヴェン 交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 作品92
ドヴォルザーク 交響曲 第8番 ト長調 作品88
ドヴォルザーク ピアノ協奏曲 ト短調 作品33

Pf. ルイ・ロルティ ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19
ウェーバー 歌劇「オベロン」序曲

Ｖｎ. オーギュスタン・デュメイ、
Pf. ルイ・ロルティ

ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ヘ長調 作品24 「春」

ベートーヴェン 「エグモント」序曲 作品84

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

モーツァルト 歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲 K.621

ヨーゼフ・シュトラウス ワルツ「天体の音楽」 作品235
アンダーソン 舞踏会の美女
J.シュトラウスⅡ ワルツ「南国のばら」 作品388
J.シュトラウスⅡ ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ・マズルカ「とんぼ」 作品204
一柳慧 マリンバ協奏曲～種谷睦子のために
ヨーゼフ・シュトラウス ポルカ「憂いもなく」 作品271
カッチーニ/朝川朋之編 アヴェ・マリア

2013.3.31 第2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 Sax. 須川　展也

2012.12.15 「第九」特別演奏会 ザ・シンフォニーホール 大友　直人
Sop:並河 寿美、Alt:福原 寿美
枝、Ten:小貫 岩夫、Bar:田中 勉、
合唱:田辺第九合唱団

2013.1.19 Meet the Classic Vol.26 いずみホール 藤岡　幸夫 Mar. 種谷 睦子

2012.10.23 いずみホールシリーズVol.28 いずみホール 飯守　泰次郎 Pf：岡田　将

2012.11.29 いずみホールシリーズ Vol.29 いずみホール オーギュスタン・デュメイ

2012.9.10 コミュニティーコンサートVol.56 イシハラホール ヴォルフラム・クリスト

2012.9.15 いずみホールシリーズVol.27 いずみホール 井上道義 Vn. エリック・シューマン

2012.8.11 Meet the Classic vol.25 いずみホール 藤岡　幸夫 Ten:錦織 健

2012.8.22 コミュニティコンサート Vol.55 オークホール 藤岡　幸夫

2012.5.11 いずみホールシリーズVol.26 いずみホール オーギュスタン・デュメイ
Ｖｎ：オーギュスタン・デュメイ、
Vla:今井　信子

2012.5.17 コミュニティーコンサートVol.54 オークホール ギオルギ・バブアゼ

2012.4.4 コミュニティーコンサートVol.53 オークホール 飯守　泰次郎

2012.4.14 第3回奈良定期演奏会 なら100年会館 大ホール 藤岡　幸夫 Ｐｆ:山下洋輔



サン＝サーンス/
加藤昌則編

歌劇「サムソンとデリラ」 作品47から 「あなたの声にわが心は開く」

プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
加藤昌則 スロヴァキアン・ラプソディ （アルト・サクソフォンとオーケストラのための）
ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
アンダーソン 舞踏会の美女
吉松 隆 鳥は静かに…　作品72
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26
ブラームス 交響曲第1番 ハ短調 作品68

2013.3.31 第2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 Sax. 須川　展也

2013.3.30 大阪市中央公会堂特別演奏会 大阪市中央公会堂 藤岡　幸夫 Vn:二村　英仁



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

スメタナ 歌劇「売られた花嫁」序曲

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」から 序曲～カンカン

杉本竜一 Believe

J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲

ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」（抜粋）

オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」から 序曲～カンカン

杉本竜一 Believe

J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」（抜粋）
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」から 序曲～カンカン
杉本竜一 Believe
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲

グリンカ 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲

ラロ スペイン交響曲 ニ短調 作品21

ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲
サン＝サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33
ドビュッシー 交響詩「海」
モーツァルト 歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」序曲 K.588
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
モーツァルト 歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」序曲 K.588
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
メンデルスゾーン 交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

2012/8/12 びわ湖定期演奏会 Vol.4 びわ湖ホール　大ホール 沼尻竜典 Vn：神尾真由子

2012/8/5 四季コンサート　夏 NHK大阪ホール 小泉和裕 Vc：北口大輔

2012/8/11 三重特別演奏会 三重県文化会館　大ホール 沼尻竜典 Vn：神尾真由子

2012/6/16 高松特別演奏会
アルファあなぶきホール（香川県県民ホー
ル）
大ホール

小泉和裕 Vn：神尾真由子

2012/6/29 福山特別演奏会 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 小泉和裕 Pf：小山実稚恵

2012/6/1 Touch the Orchestra センチュリー・オーケストラハウス 関谷弘志

2012/7/2,3,4,9 Touch the Orchestra
センチュリー・オーケストラハウス

工藤俊幸

2012/4/6 四季コンサート 春 NHK大阪ホール 小泉和裕 Vn：クララ＝ジュミ・カン

2012/5/28〜
2012/5/31

Touch the Orchestra センチュリー・オーケストラハウス 関谷弘志



ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
ヴェルディ 歌劇「トロヴァトーレ」 から「アンヴィル・コーラス」
ヴェルディ 歌劇「椿姫」から 「ああ，そはかの人か～花から花へ」
渡辺岳夫／松本俊行 編 アルプスの少女ハイジ
小林亜星／松本俊行 編 魔法使いサリー
山本正之／松本俊行 編 ヤッターマンの歌
大野雄二／松本俊行 編 ルパン三世
小田裕一郎／松本俊行 編 CAT'S EYE
渡辺岳夫／松本俊行 編 キャンディ・キャンディ
宮川泰／松本俊行 編 宇宙戦艦ヤマト
ボロディン 歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」から 「侯爵様，あなたのようなお方は」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」から「田舎娘の姿で」
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ビゼー 歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
渡辺岳夫／松本俊行 編 アルプスの少女ハイジ
小林亜星／松本俊行 編 魔法使いサリー
山本正之／松本俊行 編 ヤッターマンの歌
大野雄二／松本俊行 編 ルパン三世
小田裕一郎／松本俊行 編 CAT'S EYE
渡辺岳夫／松本俊行 編 キャンディ・キャンディ
宮川泰／松本俊行 編 宇宙戦艦ヤマト
ボロディン 歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
チャイコフスキー 交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ロッシーニ 歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲
グリーグ ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
ベートーヴェン 交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ドヴォルザーク スラヴ舞曲 第1番 作品46

2013/1/22 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） 小田野宏之 モーツァルト
セレナード 第13番 ト長調「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
Kv.525 （抜粋）

スーザ 星条旗よ永遠なれ（抜粋）
チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」〜花のワルツ 作品71
松本俊行編曲 クリップ・ビート・クラップ！

チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」組曲〜第5曲 ハンガリー舞曲（チャル
ダッシュ）

チャイコフスキー
バレエ音楽「白鳥の湖」組曲 作品20a〜第3曲 四羽の白鳥の
踊り

チャイコフスキー バレエ音楽「白鳥の湖」〜終曲（全曲版より）
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 K.620
ブルッフ ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 作品98
シューベルト 交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
モーツァルト ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
リード 演奏会用序曲「春の猟犬」
レハール 喜歌劇「メリー・ウィドウ」（抜粋）
ベートーヴェン 交響曲 第7番 イ長調 作品92

大勝秀也
Sop：中川令子
Ten：根木滋

2013/3/31 オーケストラの日コンサート 香芝市モナミホール

四季コンサート 冬 NHK大阪ホール 小泉和裕 Vn：山田晃子

2013/2/17 びわ湖定期公演 Vol.5
びわ湖ホール　大ホール

ドミトリー ・シトコヴェツキー Pf：菊池洋子

2013/1/12 神戸特別演奏会 神戸新聞松方ホール 沼尻竜典 Vn：渡辺玲子

2013/1/20 京都特別演奏会 京都コンサートホール　大ホール 小泉和裕 Pf：小川典子

2013/2/3

2012/8/26 星空ファミリーコンサート　第2夜服部緑地野外音楽堂 小田野宏之 Sop：上村智恵

2012/10/5 四季コンサート 秋 NHK大阪ホール 小泉和裕 Pf：北村朋幹

2012/8/25 星空ファミリーコンサート　第１夜服部緑地野外音楽堂 小田野宏之 Sop：上村智恵



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
スティｰヴ・ライヒ ナゴヤ・マリンバ
武満徹 雨の樹
ジョン・ケージ サード・コンストラクション
フィリップ・マヌリ 鍵盤の本
バルトーク ２台のピアノと打楽器のためのソナタ
モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲　第１番　K.423
マルティヌー ３つのマドリガルH.３１３
ハルヴォルセン ヘンデルの主題によるパッサカリア
ブラームス 弦楽六重奏曲　第１番　変ロ長調　Op.18
クロンマー フルート四重奏曲 ニ長調 作品93
モーツァルト セレナード 第11番 変ホ長調 K.375
R.シュトラウス 13管楽器のための組曲 変ロ長調 作品4
ベートーヴェン オーボエ三重奏曲 ハ長調 作品87 （フルート三重奏版）
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「間奏曲」「ファランドール」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ハイドン 交響曲 第43番 変ホ長調 「マーキュリー」
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43から 「終曲」
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43から 「メヌエット」
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43から「序奏」
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 作品43から 「アンダンティーノ」
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
チャイコフスキー セレナード ハ長調 作品48
スーザ 星条旗よ永遠なれ
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「ジプシーの歌」
ロドリーゴ アランフェス協奏曲
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
シャブリエ 狂詩曲「スペイン」
ビゼー 「カルメン」 第2組曲から 「ハバネラ」
ビゼー 「カルメン」 第2組曲から 「夜想曲」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「間奏曲」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「アラゴネーズ」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「アルカラの竜騎兵」
ビゼー 「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士」
ラヴェル ボレロ
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」

2012.11.20
2012.11.22

わくわくオーケストラ教室4 兵庫県立芸術文化センター大ホール 海老原　光

2012.12.11
2012.12.14

わくわくオーケストラ教室５ 兵庫県立芸術文化センター　大ホール 海老原光

2012.9.28 第26回名曲コンサート 兵庫県立芸術文化センター　大ホール 三ツ橋敬子 ギター：パク・キュヒ

2012.10.10
2012.10.25

わくわくオーケストラ教室2・３ 兵庫県立芸術文化センター大ホール 岩村力

2012.6.15
2012.6.16

室内オーケストラシリーズ12 兵庫県立芸術文化センター小ホール 茂木大輔

2012.9.8 PAC シーズンオープニングフェスティバル 多可町文化会館ベルディーホール 佐渡裕

2012.6.1
2012.6.2

室内楽シリーズ33 PAC WINDS! 兵庫県立芸術文化センター小ホール ペーター=ルーカス・グラーフ Ｆｌ：ペーター=ルーカス・グラーフ

2012.6.7 わくわくオーケストラ教室１ 兵庫県立芸術文化センター大ホール 岩村力

2012.4.6
2012.4.7

室内楽シリーズ31 PAC Percussion！ 兵庫県立芸術文化センター小ホール ダニエル・ドラックマン

2012.6.1
2012.6.2

室内楽シリーズ32 PAC STRINGS！ 兵庫県立芸術文化センター小ホール
Vn：ジェニファー・ギルバード
Va：ハーヴィー・デ・スーザ



バーリン　K.トンプソン／
カティンガブ 編

ハッピー・ホリデー　ホリデー・シーズン 

民謡／カティンガブ 編 レット・イット・スノー
賛美歌／カティンガブ 編 あら野のはてに
カティンガブ 編 クリスマス・メドレー2
ラム／カティンガブ 編 長い夜
ラム／カティンガブ 編 Does anybody really know what time it is

カーペンター／カティンガブ 編 メリー・クリスマス・ダーリン

アラン／カティンガブ 編 イフ・アイ・キャント・ハブ・ユー
J.マンデル/カティンガブ 編 A Christmas Love Song 
カティンガブ 編 クリスマス・メドレー1
M.ホワイト＋A.マッキー＋
A.ウィルス／カティンガブ 編

セプテンバー

W.ポーラ＋G.ワイル／
カティンガブ 編

イッツ・ザ・モスト・ワンダフル・タイム

マッカートニー／カティンガブ 編 007 死ぬのは奴らだ
マッカートニー／カティンガブ 編 心のラヴ・ソング
カティンガブ 編 「70’s メドレー」
R.ボール／カティンガブ 編 「70’s メドレー」から「ピック・アップ・ザ・ピースイズ」
K.ギャンブル＋L.ハフ／
カティンガブ 編

T.S.O.P（ソウル・トレインのテーマ）

H.W.ケイシー／カティンガブ 編 「70’s メドレー2」から「ザッツ・ザ・ウェイ・アイ・ライク」
B.ギブ／カティンガブ 編 ナイト・フィーバー
バーリン／カティンガブ 編 ホワイト・クリスマス
ネルソン／カティンガブ 編 フロスティー・ザ・スノーマン
マッコイ／カティンガブ 編 ハッスル
ウィルソン／カティンガブ 編 イッツ・ビギニング・トゥ・ルック・ア・ロット・ライク・クリスマス
民謡／カティンガブ 編 「クリスマス・メドレー1」（ひいらぎかざろう）
カティンガブ 編 「70's メドレー2」
ロギンス／カティンガブ 編 ある愚か者の場合
D.フォスター／カティンガブ 編 アフター・ザ・ラブ・ハズ・ゴーン
モラリ／カティンガブ 編 Y.M.C.A
D.フェルダー／カティンガブ 編 ホテル・カリフォルニア
ピアポント／カティンガブ 編 「クリスマス・メドレー2」（ジングル・ベル）
サン＝サーンス チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33
ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」序曲
モーツァルト 交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
スメタナ 連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ビゼー 「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
チャイコフスキー 交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
ベッリーニ オーボエ協奏曲 変ホ長調
モーツァルト クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
プロコフィエフ 古典交響曲 第1番 ニ長調 作品25
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ワーク 大きな古時計
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 第4楽章
モンティ チャールダーシュ
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
ヴィヴァルディ ４本のヴァイオリンたのめの協奏曲 ロ短調 作品3-10 RV.580 第1楽章
H・ウィリアムス ジャンバラヤ
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 第4楽章
ヴィヴァルディ ４本のヴァイオリンたのめの協奏曲 ロ短調 作品3-10 RV.580 第1楽章
モンティ チャールダーシュ
ワーク 大きな古時計
H・ウィリアムス ジャンバラヤ
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20

2013.3.22
PAC 春休み子どものためのオーケストラコン
サート

たんば田園交響ホール 岩村力 Vn.吉田恭子

2013.3.23
PAC 春休み子どものためのオーケストラコン
サート

多可町文化会館ベルディーホール 岩村力 Vn.吉田恭子

2013.2.16 第27回名曲コンサート 兵庫県立芸術文化センター　大ホール チェン・ウェンピン Vn. シン・ヒョンス

2013.3.8
2013.3.9

室内オーケストラシリーズ14 兵庫県立芸術文化センター　小ホール マイケル・コリンズ
Ob. セリーヌ・モワネ、
Cl：マイケル・コリンズ

2013.1.23
2013.1.25

わくわくオーケストラ教室6 兵庫県立芸術文化センター　大ホール 瀬山智博

2013.1.29
2013.2.1

わくわくオーケストラ教室７ 兵庫県立芸術文化センター　大ホール 永峰大輔

2012.12.22 PAC クリスマスPOPS! 兵庫県立芸術文化センター　大ホール Matt Catingub Helen Morrison(ヴォーカル)

2013.1.11
2013.1.12

室内オーケストラシリーズ13 兵庫県立芸術文化センター　小ホール ルイジ・ピオヴァノ Vc：ルイジ・ピオヴァノ



ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 第4楽章
ヴィヴァルディ ４本のヴァイオリンたのめの協奏曲 ロ短調 作品3-10 RV.580 第1楽章
H・ウィリアムス ジャンバラヤ
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
モンティ チャールダーシュ
ワーク 大きな古時計
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ワーク 大きな古時計
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 第4楽章
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
H・ウィリアムス ジャンバラヤ
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
ヴィヴァルディ ４本のヴァイオリンたのめの協奏曲 ロ短調 作品3-10 RV.580 第1楽章
モンティ チャールダーシュ
モンティ チャールダーシュ
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
ヴィヴァルディ ４本のヴァイオリンのための協奏曲 ロ短調 作品3-10 RV.580 第1楽章
ワーク 大きな古時計
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
H・ウィリアムス ジャンバラヤ
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 第4楽章
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
ヴィヴァルディ ４本のヴァイオリンのための協奏曲 ロ短調 作品3-10 RV.580 第1楽章
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
H・ウィリアムス ジャンバラヤ
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
モンティ チャールダーシュ
リムスキー＝コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」 作品35 第4楽章
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
ワーク 大きな古時計

2013.3.29
PAC 春休み子どものためのオーケストラコン
サート

高砂市文化会館じょうとんばホール 岩村力 Vn.吉田恭子

2013.3.30
PAC 春休み子どものためのオーケストラコン
サート

兵庫県立芸術文化センター　大ホール 岩村力 Vn.吉田恭子

2013.3.24
PAC 春休み子どものためのオーケストラコン
サート

宍粟市山崎文化会館 岩村力 Vn.吉田恭子

2013.3.28
PAC 春休み子どものためのオーケストラコン
サート

あすかホール 岩村力 Vn.吉田恭子



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
コープランド ハッピー・アニバーサリー
ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
ブラームス ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調
J.シュトラウスⅡ ワルツ「春の声」 作品410
ラフマニノフ ヴォカリーズ
ドヴォルザーク 歌劇「ルサルカ」から白銀の月よ
グノー 歌劇「ロメオとジュリエット」から 「私は夢に生きたい」
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」序曲
ロッシーニ 歌劇「セビリアの理髪師」から 「今の歌声は心に響く」
ベッリーニ 歌劇「清教徒」から「あなたの優しい声が」
レスピーギ 交響詩「ローマの松」
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
モーツァルト 歌劇「後宮からの誘拐」序曲 K.384
ヴァンハル コントラバス協奏曲 ニ長調
ベートーヴェン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
近衛秀麿 越天楽
小山清茂 管弦楽のための「木挽唄」
芥川也寸志 交響管弦楽のための音楽
安部幸明 シンフォニエッタ
ベートーヴェン ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」
モーツァルト 交響曲 第7番 イ長調 作品92 
シューベルト 付随音楽「ロザムンデ」序曲 D.644～間奏曲第３番
ベルリオーズ 幻想交響曲 作品14
シェーンベルク 浄められた夜 作品4
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
R.シュトラウス 交響詩「死と変容」 作品24
ビゼー 歌劇「カルメン」から前奏曲
ブラームス ハンガリー舞曲 第5番 ト短調
アンダソン プリンク・プランク・プルンク
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から「カンカン」 
エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
宮崎尚志 それ行けカープ 〜若き鯉たち〜
モーツァルト ドン・ジョヴァンニ序曲
レハール メリー・ウィドウ～ワルツ
シュポア ファウスト序曲
スメタナ モルダウ
ドヴォルザーク 交響曲第５番
ムソルグスキー 歌劇「ホヴァンシチナ」前奏曲 「モスクワ河の夜明け」
チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ラフマニノフ 交響曲第２番
チャイコフスキー バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパック」
メンデルスゾーン 交響曲 第5番 ニ短調 作品107 「宗教改革」

Ｔｂ:清澄貴之 ダヴィッド トロンボーン小協奏曲 作品4
合唱:エリザベト・シンガーズ J.S.バッハ カンタータ「目覚めよ、と呼ぶ声あり」から第4曲「シオンは物見らの歌うのを聞き」 BWV140

Vn. 青山朋永、潮田孝子 J.S.バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043
ミヒャエル・ハイドン トランペット協奏曲第１番
フンメル トランペット協奏曲変ホ長調
シューマン 交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 「ライン」
J.S.バッハ Ｇ線上のアリア
ビゼー 歌劇「カルメン」から前奏曲、ハバネラ
ベートーヴェン １２のコントルダンスより
J.S.バッハ 主よ、人の望みの喜びよ
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「山の魔王の宮殿にて」
ブラームス ハンガリー舞曲 第5番 ト短調
エルガー 愛のあいさつ 作品12
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から「カンカン」 
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」作品 66から「ワルツ」 
宮崎尚志 それ行けカープ 〜若き鯉たち〜

2013.2.11 マイタウンオーケストラ広響 広島市南区民文化センター 以下2013.2.10と同じ

2013.2.1 広島交響楽団　第19回福山定期演奏会 ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ 三ツ橋敬子 Tp. ルベン・シメオ

2013.2.10 マイタウンオーケストラ広響 広島市東区民文化センター 末廣誠

2012.10.14 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 現田茂夫 Pf. 児玉桃

2012.12.21 ディスカバリー・シリーズ「音楽の街を訪ねて」〈３〉 アステールプラザ・大ホール 秋山和慶

2012.10.4 ディスカバリー・シリーズ「音楽の街を訪ねて」〈２〉 アステールプラザ・大ホール 秋山和慶

2012.8.5 「平和の夕べ」コンサート 広島国際会議場フェニックスホール 秋山和慶 Vn. パク・ヘユン

2012.9.24 音楽の芽プロジェクト　ご紹介コンサート アステールプラザ・大ホール 小田野宏之

2012.7.15 広島交響楽団　第22回呉定期演奏会 呉市文化ホール エヴァルド・ダネル Vn. 三浦文彰

2012.7.24 音楽づくりコンサート ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ 茂木大輔

2012.6.8 ディスカバリー・シリーズ「音楽の街を訪ねて」〈１〉 アステールプラザ・大ホール 秋山和慶 Cb. 村田和幸

2012.6.14
広響創立50周年プレコンサート
「J-Classic Libraries」
-故日本人作曲家のオーケストラ作品簿-

アステールプラザ・大ホール 山下一史

2012.4.22 広島交響楽団　第15回廿日市定期演奏会 はつかいち文化ホールさくらぴあ 飯森範親 Pf：原田英代

2012.5.2 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 秋山和慶 Sop.半田美和子



モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 K.527
メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ブラームス 交響曲 第1番 ハ短調 作品68
シューベルト 付随音楽「ロザムンデ」序曲 D.644～間奏曲第３番
ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第4番 ヘ短調 「冬」 RV.297

ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第1集 第1番 ホ長調 「春」 RV.269

ケルビーニ メデア序曲
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
ヴェルディ 歌劇「椿姫」から 「ああ、そはかの人か～花から花へ」
チャイコフスキー  「フィレンツェの思い出」作品70（弦楽合奏版）　
モーツァルト 「魔笛」序曲
モーツァルト 交響曲第４０番
ブラームス 交響曲第４番
モーツァルト ディヴェルティメント　Ｋ．１３６～３ｍｏｖ
エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
J.シュトラウスⅡ ポルカ「観光列車」 作品281 
J.シュトラウスⅠ ラデツキー行進曲
ビゼー 歌劇「カルメン」から前奏曲、ハバネラ
ベートーヴェン １２のコントルダンスより７～１２
J.S.バッハ 主よ、人の望みの喜びよ
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「山の魔王の宮殿にて」

Sop.久保幸代 モーツァルト フィガロの結婚～恋とはどんなものかしら、楽しい思い出はどこへ
ブラームス ハンガリー舞曲 第5番 ト短調
エルガー 愛のあいさつ 作品12
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から「カンカン」 
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」作品 66から「ワルツ」 
宮崎尚志 それ行けカープ 〜若き鯉たち〜

2013.3.9 マイタウンオーケストラ広響 広島市安佐南区民文化センター
2013.3.10 マイタウンオーケストラ広響 広島市佐伯区民文化センター

Fl.藤井陽子 モーツァルト フルート協奏曲第１番
ニコライ ウィンザーの陽気な女房たち～急いでこちらへ
ウェーバー 魔弾の射手～まどろみが近づくように

Fl.村上織惠 イベール フルート協奏曲
メンデルスゾーン オラトリオ「聖パウロ」～エルサレムよ
ドヴォルザーク 歌劇「ルサルカ」～白銀の月よ

Sax.前田悠貴 グラズノフ サクソフォン協奏曲
2013.3.15 マイタウンオーケストラ広響 アステールプラザ・大ホール
2013.3.16 マイタウンオーケストラ広響 広島市安佐北区民文化センター

ビゼー 歌劇「カルメン」から前奏曲
ブラームス ハンガリー舞曲 第5番 ト短調
ドヴォルザーク スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
アンダソン プリンク・プランク・プルンク
グリーグ 「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「山の魔王の宮殿にて」
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲 から「カンカン」 
エルガー 行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
岡野貞一 ふるさと

2013.3.31 オーケストラの日　「ふるさとシンフォニー」 「広南学園」呉市立広南中学校 秋山和慶

以下2013.2.10と同じ
以下2013.2.10と同じ

以下2013.2.10と同じ
以下2013.2.10と同じ

2013.3.12
新進演奏家育成プロジェクト
オーケストラ・シリーズ　第12回　広島

アステールプラザ・大ホール 小田野宏之

Sop.大野内愛

Sop.中川詩歩

2013.3.8 マイタウンオーケストラ広響 広島市安芸区民文化センター 末廣誠

2013.3.4 ファン感謝デー交流会 広島市文化交流会館　銀河 秋山和慶

2013.2.28 ディスカバリー・シリーズ「音楽の街を訪ねて」〈４〉 アステールプラザ・大ホール 秋山和慶 Sop. 生野やよい

2013.3.3 広島交響楽団　第20回島根定期演奏会 松江市総合文化センター　プラバホール 秋山和慶

2013.2.24 音楽の花束～広響名曲コンサート「冬」 広島国際会議場フェニックスホール 小泉和裕 Vn. 矢野玲子



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
リスト 交響詩「前奏曲」
サン＝サーンス ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61
ドヴォルザーク 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
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 作品64
ムソルグスキー／
ラヴェル 編

組曲「展覧会の絵」
プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」 第3幕間奏曲

Ten. 藤田卓也 プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」から 「見たこともない美しい人」
Sop. 森野由み、Ten. 藤田卓也 プッチーニ 歌劇「マノン・レスコー」から 「ひとり寂しく捨てられて」
Ms. 日野妙果 ヴェルディ 歌劇「ドン・カルロ」から 「おお，むごい運命よ」

ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
Ten. 森岡謙一、Bar. 蓮井求道 ヴェルディ 歌劇「運命の力」から「隠れても無駄だったな, アルヴァーロよ」

ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
Sop. 久保かしづ ヴェルディ 歌劇「トロヴァトーレ」から 「静かな夜だった」
Sop. 久保かしづ
Ten. 森岡謙一
Bar.蓮井求道

ヴェルディ 歌劇「トロヴァトーレ」から 「間違いない，彼女がやって来る」

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」序曲
合唱：北九州シティオペラ合唱団 ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」から 開幕の合唱

Sop. 森野由み、Ms. 日野妙果
Ten. 森岡謙一、Bar.蓮井求道
合唱：北九州シティオペラ合唱団

ヴェルディ 歌劇「ナブッコ」から「宿命の怒りの時が近付いて来たようだ」

シベリウス 交響詩「フィンランディア」 作品26
シベリウス アンダンテ・フェスティーヴォ
アルヴェーン スウェーデン狂詩曲 第1番 「夏の徹夜祭」 作品19
グリーグ 劇音楽「ペール・ギュント」 作品23（抜粋）
チャイコフスキー 歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
ブラームス 交響曲 第2番 ニ長調 作品73
ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
シューベルト 交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

Pf. 片野和紀、Sop. 後藤紀子、
Alt. 愛甲久美、Ten. 青柳素晴
Bar. 今村雅彦、Sop. 國友響子、
Ten. 柳田啓志
合唱：のべおか「第九」を歌う会

ベートーヴェン ピアノ，合唱と管弦楽のための幻想曲（合唱幻想曲） ハ短調 作品80

Sop. 後藤紀子、Alt. 愛甲久美、
Ten. 青柳素晴
Bar. 今村雅彦、
合唱：のべおか「第九」を歌う会

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43

ベートーヴェン 交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2012.12.23 特別演奏会 第九 福岡サンパレス　大ホール 大友直人

Sop. コ・ヒョナ、Alt. 八木寿子、
Ten. チャールズ・キム
Bar. 黒田博、合唱：九響合唱団、
合唱連盟福岡支部合同合唱団

2012.12.24 第九の夕べ 北九州ソレイユホール　大ホール 大友直人

Sop. コ・ヒョナ、Alt. 八木寿子、
Ten. チャールズ・キム
Bar. 黒田博、
合唱：北九州市民フロイデコール

2012.12.15 第27回のべおか第九演奏会 延岡総合文化センター 大ホール 現田茂夫

Sop. 持松朋世、朗読：堀江一眞

2012.9.13 第53回 北九州定期演奏会 北九州芸術劇場大ホール 宮本文昭 Pf.小林愛美

2012.11.14
天神でクラシック 音楽プロムナードVol.7
「ウィーンの巨匠たち」

福岡銀行本店大ホール 寺岡清高 Pf. 青柳晋

2012.7.26 第52回 北九州定期演奏会 黒崎ひびしんホール大ホール ダニエレ・アジマン

2012.9.7
天神でクラシック 音楽プロムナードVol.6
「北欧への旅」

福岡銀行本店大ホール 秋山和慶

2012.6.10 天神でクラシック 音楽プロムナードVol.5「初夏の輝き」福岡銀行本店大ホール 梅田俊明 Vn. 川田知子

2012.7.13 第4回久留米定期演奏会 石橋文化ホール ゴロー・ベルク Vn. 三浦文彰



J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ ワルツ「春の声」 作品410
J.シュトラウスⅡ チク・タク・ポルカ 作品365
J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲 作品437
J.シュトラウスⅡ ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」から 「ふるさとの調べよ」
ワーグナー 歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲
ワーグナー 歌劇「タンホイザー」から 「厳かな殿堂よ」
ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
ヴェルディ 歌劇「椿姫」 第1幕への前奏曲
ヴェルディ 歌劇「椿姫」から 「ああ，そはかの人か～花から花へ」
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
J.シュトラウスⅡ ポルカ「狩りにて」 作品373
レハール 「メリー・ウィドウ」より「ヴィリアの歌」
J.シュトラウス ラデツキー行進曲 作品228
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ ワルツ「春の声」 作品410
J.シュトラウスⅡ チク・タク・ポルカ 作品365
J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲 作品437
J.シュトラウスⅡ ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」から 「ふるさとの調べよ」
ワーグナー 歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ ワルツ「春の声」 作品410
J.シュトラウスⅡ チク・タク・ポルカ 作品365
J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲 作品437
J.シュトラウスⅡ ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」から 「ふるさとの調べよ」
ワーグナー 歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲
ワーグナー 歌劇「タンホイザー」から 「厳かな殿堂よ」
モーツァルト 交響曲 ヘ長調 K.Anh.223（19a）

モーツァルト 協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）

モーツァルト 交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2013.1.27
天神でクラシック  音楽プロムナードVol.8
続…モーツァルトをあなたに！Vol.6」

福岡銀行本店大ホール 川瀬賢太郎 Vn. 近藤薫、Vla. 大島亮

2013.1.5 2013ニューイヤーコンサート（北九州） 北九州劇術劇場大ホール 現田茂夫 Sop. 鈴木慶江

2013.1.6 2013ニューイヤーコンサート（福岡） アクロス福岡シンフォニーホール 現田茂夫 Sop. 鈴木慶江



ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲/編曲 曲名

喜歌劇｢こうもり」序曲
ワルツ｢南国のバラ」作品３８８

ローベルト・シュトルツ プラター公園の春
セシル･シャミナード フルートと管弦楽のためのコンチェルティーノ作品107
エミール・ワルトトイフェル ワルツ｢スケートをする人びと」作品183
ヨーゼフ・シュトラウス ワルツ「うわごと」作品212
Ｊ．シュトラウスⅡ ポルカ・マズルカ「女性讃美」作品315
Ｊ．シュトラウスⅡ ポルカ「浮気心」作品319
Ｊ．シュトラウスⅡ 喜歌劇｢こうもり」から 「田舎娘なら」
Ｊ．シュトラウスⅡ 新ピッツイカート・ポルカ　作品449
Ｊ．シュトラウスⅡ ポルカ「恋と踊りに夢中」作品393
レハール 喜歌劇「パガニーニ」より 「愛は地上の天国」
バーンスタイン ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「キャンディード」 から「着飾って、きらびやかに」

ヨハン･シュトラウスⅡ

2013.1.13
ニューフィル千葉特別演奏会
「迎春、華麗に刻むウィンナワルツ・ポルカ」

千葉県文化会館
大ホール

大井 剛史
Sop.小林 沙羅
Fl. 西下 由美



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

ロッシーニ 歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から「ワルツ」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「4羽の白鳥の踊り」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「チャールダーシュ」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」 から 「グランド・フィナーレ」
サラサーテ ツィゴイネルワイゼン 作品20
ヴェルディ 歌劇「椿姫」から 「ああ，そはかの人か」
ビゼー 歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「パ，パ，パ，パパゲーナ」
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
ローマン ポルカ「笑うトロンボーン」
久石譲 映画「となりのトトロ」から 「となりのトトロ」
中村八大 上を向いて歩こう
べｰﾄｰｳﾞｪﾝ 交響曲第7番　イ長調　op.92
カール・オルフ　 カルミナ・ブラーナ

レハール 喜歌劇「ほほえみの国」から 「君はわが心のすべて」
J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲 作品437
山田耕筰　編 「日本の唄メドレー」から「中国地方の子守唄」
服部良一 「日本の唄メドレー」から「山寺の和尚さん」
ドビュッシー ベルガマスク組曲から 「月の光」
ジーツィンスキ わが夢の街ウィーン
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
マシコタツロウ ハナミズキ
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
バーンスタイン ウエスト・サイド・ストーリー
シューベルト アヴェ・マリア D.839
ファリャ バレエ音楽「恋は魔術師」から 「火祭りの踊り」
民謡 「日本の唄メドレー」から「お江戸日本橋」
エネスコ ルーマニア狂詩曲
プラード マンボ・ジャンボ
ニコライ 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
チャーチル 「ディズニー・メドレー」から 「ハイ・ホー」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「4羽の白鳥の踊り」
レハール ワルツ「金と銀」 作品79
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のお父さん」
モーツァルト 歌劇「魔笛」 K.620から 「パ，パ，パ，パパゲーナ」
山田耕筰 赤とんぼ
オッフェンバック 喜歌劇「天国と地獄」序曲
ドッド 「ディズニー・メドレー」から「ミッキーマウス・マーチ」
チャイコフスキー バレエ組曲「白鳥の湖」から 「4羽の白鳥の踊り」
カプア オー・ソレ・ミオ 
山田耕筰 待ちぼうけ
リチャード・M.シャーマン＋ロ
バート・B.シャーマン

小さな世界

ヴェルディ 歌劇「椿姫」から 「乾杯の歌」
ヴェルディ 歌劇「リゴレット」から 「女心の歌」
成田為三 浜辺の歌
J.シュトラウスⅡ トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
ハーライン 映画「ピノキオ」から 「星に願いを」

2013.1.6 初夢コンサート2013
大田区民ホールアプリコ・
大ホール

松岡　究
マリンバ：水野与旨久　
テノール：又吉秀樹

2013.3.16 ふれあいコンサート2013
めぐろパーシモン　
小ホール

稲田　康
ソプラノ：脇園彩　
テノール：又吉秀樹

2012.8.11 たのしっくコンサート2012 大田区民プラザ大ホール 松岡　究
Sop. 松尾香世子、
Bar. 北川辰彦、
Vn. 東　亮汰

2012.11.2 第31回定期演奏会
大田区民ホールアプリコ・
大ホール

松岡　究

Sop. 清水知子
Ten. 五郎部俊朗、
Bar. 初鹿野剛
混声合唱.東京ユニバーサル・フィルハーモ
ニー混声合唱団
児童合唱.東調布第三小学校児童合唱団



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
ジョン・レノン作曲/池辺晋一
郎編曲

イマジン

池辺晋一郎 やすらぎの翼～弦楽三重奏のために
カタロニア民謡 鳥の歌
古関裕而/杉浦邦弘編曲 長崎の鐘
臼井真/杉浦邦弘編曲 しあわせ運べるように

Ten.中鉢聡
椰子の実、向こう横町、出船、刈干切歌、花の街、赤とんぼ、夏
の思い出

Sop. 川越塔子 池辺晋一郎
オペラ「高野聖」から、序曲、蛭の森、谷川の入浴、夫婦滝、終
景のアリア、エンディング

モーツァルト 「フィガロの結婚」序曲
モーツァルト 交響曲第40番 ト短調 K.550
ベートーヴェン 交響曲第7番 イ長調 作品92
モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」序曲K492
モーツァルト ピアノ協奏曲第23番イ長調K488
モーツァルト 交響曲第32番ト長調「序曲」K318
モーツァルト 交響曲第35番ニ長調「ハフナー」K385
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 K.620
シューベルト 交響曲第7番 ロ短調 D.759「未完成」
ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 作品67「運命」
モーツァルト セレナータ･ノットゥルナ
ワーグナー 楽劇「ニュールンベルグのマイスタージンガー」前奏曲
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
シューベルト アヴェ・マリア
プッチーニ 歌劇「ジャンニ・スキッキ」から「私のお父さん」
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から「氷のような姫君の心も」
チレア 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」から「哀れな花よ」
ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
ヴェルディ 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」から「ありがとう愛する友よ」
ラヴェル マ・メール・ロワ
エルガー 行進曲「威風堂々」第１番 Op.39
ムソルグスキー/ラヴェル編 組曲「展覧会の絵」

チャイコフスキー バレエ「くるみ割り人形」全幕

2013.3.20
ふじのくに交響楽団　オーケストラがやって来
るｉｎ伊豆の国

伊豆の国市長岡総合会館
アクシスかつらぎ・大ホール

森本恭正

2013.3.31
ふじのくに交響楽団　オーケストラがやって来
るｉｎ静岡

静岡市清水文化会館マリ
ナート・大ホール

ヴォルフガング=
ヴェンゲンロート

バレエ団芸術座
静岡児童合唱団

2012.12.1
ふじのくに交響楽団　オーケストラがやって来
るｉｎ磐田

磐田市民文化会館・ホール 森本恭正

2013.1.11 グランシップ＆静響 ニューイヤーコンサート グランシップ中ホール・大地 大勝秀也 Sop.中丸三千繪

2012.10.14
ふじのくに交響楽団　オーケストラがやって来
るｉｎ裾野

裾野市民文化センター･大
ホール

森本恭正

2012.11.3
静響エッセンシャル・モーツァルト・シリーズvol.
１

静岡市清水文化会館マリ
ナート・小ホール

篠﨑靖男 Pf. 上原彩子

2012.7.20 「平和への思い」
しずぎんホールユーフォニ
ア

池辺晋一郎 Sop. 西尾舞衣子

2012.9.16
日本のメロディ＆コンサート形式によるオペラ
「高野聖」

静岡市清水文化会館マリ
ナート・大ホール

池辺晋一郎



中部フィルハーモニー室内合奏団

公演日 公演名 公演会場 指揮者 ソリスト／共演 作曲/編曲 曲名
モーツァルト 歌劇「後宮からの逃走」序曲
ベートーヴェン 歌劇「エグモント」序曲
ロッシーニ 歌劇「絹のはしご」序曲
ニコライ 喜歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
武満徹 「3つの映画音楽」
編曲/池辺晋一郎 「雨に唄えば」
編曲/池辺晋一郎 「トゥナイト」
編曲/池辺晋一郎 「南太平洋メドレー」
編曲/池辺晋一郎 「劔岳・点の記」
池辺晋一郎 「瀬戸内ムーンライトセレナーデ」
池辺晋一郎 「影武者」
池辺晋一郎 「独眼竜政宗」
ドヴォルザーク スラブ舞曲第1番Op.46-1
ドヴォルザーク スラブ舞曲第10番Op.72-2
ドヴォルザーク 弦楽セレナーデ ホ長調Op.22
ブラームス 交響曲第4番ホ短調Op.98
モーツァルト レクイエム ニ短調　K.626

シューベルト 交響曲第7番ロ短調D.759「未完成」
モーツァルト 交響曲第40番ト短調K.550
モーツァルト ピアノ協奏曲第17番ト長調K.453
モーツァルト 交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」
レハール 喜歌劇「メリーウィンドウ」から「ヴィリアの歌」
レハール ワルツ「金と銀」Op.79
マスカーニ 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から間奏曲
ジーツィンスキー 「ウィーン、わが夢の街」
J.シュトラウスⅡ ワルツ「美しく青きドナウ」Op.314
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」から 「伯爵様、貴方のようなお方は」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」から 「田舎娘を演じるには」
J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」序曲
J.シュトラウスⅡ ポルカ「ハンガリー万歳！」Op.332
J.シュトラウスⅡ 行進曲「ハプスブルク万歳」Op.408
J.シュトラウスⅡ ワルツ「南国のばら」Op.388
J.シュトラウスⅡ チク・タク・ポルカOp.365
スッペ 喜歌劇「軽騎兵」序曲
フンパーディンク 歌劇「ヘンゼルとグレーテル」から序曲
福田一雄 「みにくいあひるの子」から
フランク・チャーチル 「白雪姫」から「やがて王子様は来るでしょう」
アラン・メンケン 「美女と野獣」からテーマ
中山晋平 しょうじょう寺の狸ばやし
プロコフィエフ バレエ「シンデレラ」から「出発のワルツ」
チャイコフスキー バレエ「眠れる森の美女」抜粋

2013.1.6 ニューイヤーコンサート サラマンカホール 堀俊輔 Sop. 林麻耶

2014.3.31 第10回ファミリーコンサート 小牧市市民会館ホール 福田一雄 後藤田恭子バレエスタジオ

2014.9.22 第5回犬山定期演奏会 犬山市民文化会館 堀俊輔

Sop. 持松朋世、Ms. 八木寿子、
Ten. 鈴木准、Bar. 原尚志、
合唱：中部フィル・犬山音楽文
化協会合唱団

2014.10.20 第5回松阪定期演奏会 松阪市民文化会館 秋山和慶 Pf. 菊池洋子、Sop. 林麻耶

2012.5.31 小牧特別演奏会 小牧市市民会館ホール 池辺晋一郎

2014.6.28 第5回名古屋定期演奏会 三井住友海上しらかわホール 寺岡清高



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
バルトーク 弦楽のためのディヴェルティメント
グリーグ 組曲「ホルベアの時代より」 作品40
R.シュトラウス クラリネットとファゴットのための二重小協奏曲
サン＝サーンス 組曲「動物の謝肉祭」から「白鳥」
ティトル Dragon doesnt live here anymore
アメリカ民謡 森のくまさん
宇野誠一郎 アイアイ
マンシーニ 子象の行進
プライアー 口笛吹きの少年と子犬
アンダーソン 踊る子猫
ベートーヴェン 交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」から
ジュリアン・ユー ちいさなやもり
アンダーソン 馬と馬車
J.S.バッハ   音楽の捧げもの　BWV1079より　トリオソナタ　ハ短調      
G.ヘンデル   トリオ・ソナタ　op.2-1a

L.v.ベートーヴェン   弦楽四重奏曲第５番  イ長調    
ハイドン 交響曲第7番ハ長調「昼」Hob.1:7
ワーグナー ジークフリート牧歌
シュレーカー 室内交響曲
武満徹   アントゥル＝タン
ルーセル フルート、ヴィオラとチェロのための三重奏曲op.40
ケラウェイ Esque
フランセ 八重奏曲
井上武士 海
バッハ トッカータとフーガ
ドビュッシー 亜麻色の髪の乙女
チャイコフスキー 白鳥の湖より
グリーグ ペールギュントより「朝」
シュライナー インマークライナー
編曲：前田肇 夏の歌メドレー

まえるのうた
トム・パクストン 動物園へ行こう
フチーク 剣闘士の入場
フランス民謡 クラリネットをこわしちゃった
A.ボロディン   弦楽四重奏曲　第２番     ニ長調 
G.ボッテジーニ   いとしい唇      
L.テュイレ   六重奏曲op.6      
佐原一哉 童神〜ヤマトグチ〜
ヤング 映画「80日間世界一周」から 「アラウンド・ザ・ワールド」
宮沢和史 愛よ愛よ
ヴォーン＝ウィリアムズ 「グリーンスリーヴズ」による幻想曲
ヴォーン＝ウィリアムズ イギリス民謡組曲
賛美歌 アメイジング・グレイス
ヴァンゲリス 「炎のランナー」のテーマ
BEGIN 涙そうそう
普久原恒勇 芭蕉布
知念輝行 ニライの風
宮良長包 安里屋ユンタ
坂本龍一 ラストエンペラー
八木澤教司 あすという日が
ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲
ドビュッシー／
ジュリアン・ユー 編

交響詩「海」

グノー 小交響曲 変ロ長調
ミヨー 打楽器と小管弦楽のための協奏曲 作品109
ベートーヴェン 2つのオブリガート眼鏡つき二重奏曲変ホ長調
ウォーリネン 低音楽器のための三重奏曲
バルトーク 44の二重奏曲Sz.98　BB104より
オネゲル 室内協奏曲
ダール 金管楽器のための音楽

2012.12.6
室内楽コンサートシリーズ vol.39
「珍しい編成の室内楽」

京都文化博物館　別館ホール

2012.9.17 特別公演「夏川りみ　と　京フィル　“ありがとう”」
京都コンサートホール　
大ホール

井村誠貴 Vo.夏川りみ

2012.10.21
第185回定期公演
「ドビュッシー生誕150年とフランス音楽」

京都コンサートホール　小ホール 矢崎彦太郎 打楽器：越川雅之

2012.8.11 はじめてのクラシック「もっかんがっきとくしゅう」 京都コンサートホール　小ホール 鈴木織衛 うた：しまざきまさこ

2012.9.6
室内楽コンサートシリーズ vol.38
「ロマンティックな室内楽」

京都文化博物館　別館ホール

2012.6.24
第184回定期公演
「ドイツ・オーストリアの栄光と苦悩」

京都コンサートホール　小ホール デリック・イノウエ

2012.7.26 室内楽コンサート vol.37「近・現代の室内楽」          京都文化博物館　別館ホール

2012.5.24
室内楽コンサートシリーズ vol.36
「バロック・古典派の室内楽」

京都文化博物館　別館ホール

2012.4.27
第183回定期公演「ロマンティズムあふれた、ヨーロッパ
音楽探訪」

京都コンサートホール　小ホール 大山平一郎
Cl. 松田学、
Fg．小川慧巳

2012.5.5 はじめてのクラシックコンサート「どうぶつのおんがく」 京都コンサートホール　小ホール 中井　章徳 歌と語り：山中　雅博



ピアポント ジングルベル
ラモー タンブーラン
アンダーソン そりすべり
ハイドン カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）から「アレグロ」 「マーチ」
シューベルト アヴェ・マリア D.839
ケーニッヒ ポストホルン・ギャロップ
ヘンデル もろびとこぞりて
小林亜星 あわてんぼうのサンタクロース
J.シュトラウス2世   美しく青きドナウ      
M.ムソルグスキー  /ジュリアンユー 組曲「展覧会の絵」      
J.シュトラウス2世   ウィーンの森の物語      
G.プッチーニ   星は光りぬ      
G.ヴェルディ   花から花へ      
G.ドニゼッティ   私は海に家を建てたい      
G.ベネディクト   ジプシーと小鳥      
F.レハール   君はわが心のすべて      
G.ヴェルディ   乾杯の歌      
シュトラウス ポルカ「狩」

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6番 変ロ長調 BWV1051
ブランデンブルグ協奏曲 第5番 ニ長調 BWV1050
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4番 ト長調 BWV1049
ブランデンブルグ協奏曲 第3番 ト長調 BWV1048

シックリー モーツァルトオンパレード
モーツァルト 弦楽五重奏曲第4番ト短調K.516
モーツァルト アリア「わが感謝を受けたまえ、やさしい保護者よ」K.383
モーツァルト ピアノと管楽器のための五重奏曲　変ホ長調K.452

J.S.バッハ

2013.3.14 室内楽コンサート vol.40「室内楽の愉しみ」 京都文化博物館　別館ホール

2013.2.22 第187回定期公演「古典派への道程 vol.14」
京都コンサートホール　
アンサンブルホールムラタ

有田正広

浅川和弘、藤原博司、Tp.高橋敦
Hrn. 大野雄太、藤田麻理絵、
Vla. 横井和美、中川敦史
Gamb. 高橋弘治、石豊久、
Cem. 有田千代子

2013.1.6 第186回定期公演「ニューイヤーコンサート 2013」
京都コンサートホール　
大ホール

齊藤一郎
ソプラノ：日紫喜恵美
テノール：木下紀章

2012.12.15 はじめてのクラシックコンサート「ちびっこクリスマス」 京都コンサートホール　小ホール なかいあきとく Sop. しまざきまさこ



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

中村 和浩・西 恵里夏
八尋 由莉・清水 夕貴

J.S.バッハ 4台のチェンバロのための協奏曲 イ短調 BWV1065

千葉 いづみ・山上 亜理香 W.A.モーツァルト 2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365（316a）
前川 裕介・野田 沙彩 F.メンデルスゾーン 2台のピアノのための協奏曲 ホ長調
西田 晴香・澤田 奈津季 F.プーランク 2台のピアノのための協奏曲 ニ短調
米田 尚弥(Vn.) M.ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 op.26
乾　将万(Pf.) S.プロコフィエフ ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 op.26
小西 真利江(Tb.) H.トマジ トロンボーン協奏曲
木戸 均(Pf.) F.リスト ピアノ協奏曲第2番 イ長調

W.A.モーツァルト 歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」序曲
L.アンダーソン 舞踏会の美女
G.プッチーニ 歌劇「トスカ」より“歌に生き愛に生き”
G.ビゼー 歌劇「カルメン」より“花の歌”
G.プッチーニ 歌劇「マノン･レスコー」より“間奏曲”（第3幕）
G.プッチーニ 歌劇「蝶々夫人」より“愛の二重唱”
G.ビゼー 歌劇「カルメン」より“前奏曲”
M.ウィルソン 76本のトロンボーン
J.シュトラウスⅡ 美しき青きドナウ
E.エルガー 愛のあいさつ
唱歌 ふるさと

2013.3.31 オーケストラの日2013 豊中市立アクア文化ホール 牧村 邦彦
並河 寿美(Sop.)
小林　峻（Ten.）

2012.10.3
ピアノ～華麗なる響きの饗宴～創立100周年記
念演奏会
～第一夜　コンチェルトの夕べ～

ザ・カレッジ・オペラハウス 小田野 宏之

2012.11.15 第24回ザ・コンチェルト・コンサート ザ・カレッジ・オペラハウス 小田野 宏之



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
F. ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調 作品56-1
A. ライヒャ 木管五重奏曲 ハ長調 作品91-1
M.アーノルド 3つのシャンティ 作品4
D.ミヨー ルネ王の暖炉 作品20

ディヴェルティメント ヘ長調 Kv138/125c
ホルン五重奏曲 変ホ長調 Kv407/386c
オーボエ四重奏曲 ヘ長調 Kv370
ディヴェルティメント 第17番 ニ長調 Kv334

2012.7.5 第434回マンスリーコンサート 大阪倶楽部4階ホール 延原　武春 C.ドビュッシー 弦楽四重奏曲 ト短調 作品1
2012.8.3 第435回マンスリーコンサート 大阪倶楽部4階ホール 延原　武春 チェンバロ/高田泰治 J.S.バッハ ゴルトベルク変奏曲 BWV988

F.A.ホフマイスター 弦楽四重奏曲 ヘ長調 op.14-1
W.A.モーツァルト 弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調 Kv15
L.v.ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調 op.18-4
B.ブリテン 幻想四重奏曲～オーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのため

映画音楽名曲選
クリスマスメドレー
リコーダーとオブリガートチェンバロと通奏低音のためのソナタ 
変ロ長調
オーボエ･ダモーレ協奏曲 イ長調
フルートとリコーダーのための協奏曲ホ短調
ディヴェルティメント ニ長調 Kv251
大五重奏曲（セレナーデ変ロ長調K.361「グラン・パルティータ」
C.F.G.シュヴェンケによる編曲）
A.ロッラ/ヴァイオリン伴奏付きヴィオラ・ソナタ BI65

 J.クーナウ 聖書ソナタ 第6番 「ヤコブの死と埋葬」
J.C.F.フィッシャー 音楽のパルナッスス山 9「ウラニー組曲」
J.S.バッハ ソナタ ニ短調 BWV964 （原曲：無伴奏ヴァイオリンソナタ イ短
J.S.バッハ イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809

2012.11.3 教会音楽シリーズ　第１６８回公演 カトリック夙川教会聖堂 延原　武春 G.F.ヘンデル オラトリオ「メサイア」HWV56
クリスマス・オラトリオ」BMV248　Ⅰ～Ⅲ部
モテット第3番「イエス、我が喜び」BMV227
「クリスマス・キャロル」
ピアノ協奏曲　第19番 ヘ長調 KV459
ピアノ協奏曲　第20番 ニ短調 KV466
ピアノ協奏曲　第21番 ハ長調 KV467
ピアノ協奏曲　第22番 変ホ長調 KV482
ピアノ協奏曲　第23番 イ長調 KV488
ピアノ協奏曲　第24番 ハ短調 KV491
ピアノ協奏曲　第25番 ハ長調 KV503
ピアノ協奏曲　第26番 ニ長調 KV537
ピアノ協奏曲　第27番 変ロ長調 KV595
ピアノ協奏曲　第3番 ハ短調 op.37
ピアノ協奏曲　第4番 ト長調 op.58
ピアノ協奏曲　第5番 変ホ長調「皇帝」 op.73

L.v.ベートーヴェン ピアノ協奏曲 　第5番 変ホ長調 op.73 「皇帝」
F.ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11
F.ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21

モンテカルロの女
オペラ「ティレジアスの乳房」より第1幕第1場「いいえ、旦那さま」
 小象ババールのお話
ピアノ協奏曲　2台のピアノのための協奏曲

F.プーランク

2013.2.13 ピアノ協奏曲の夕べ いずみホール 延原　武春 ピアノ/安田伸子・今田景子・河野泰子

2013.3.17
F.プーランク没後50周年記念　
華麗なるフランス音楽の饗宴

いずみホール 延原　武春
 ピアノ/山田忍・伊藤曜子・畑
中恭子　
独唱/山田裕子・滝本富美枝

2013.1.13 ピアノ協奏曲の饗宴vol.2 いずみホール 延原　武春 ピアノ/石原恭子・縄稚誠・二塚裕美 L.v.ベートーヴェン

2012.11.9
高田泰治 W.A.モーツァルト ピアノ協奏曲大全 
Vol.7

大阪倶楽部4階ホール 延原　武春 フォルテピアノ/高田　泰治 W.A.モーツァルト

2012.8.24
高田泰治 W.A.モーツァルト ピアノ協奏曲大全 
Vol.6

大阪倶楽部4階ホール 延原　武春 フォルテピアノ/高田　泰治 W.A.モーツァルト

J.S.バッハ

2012.4.6
高田泰治 W.A.モーツァルト ピアノ協奏曲大全 
Vol.5

大阪倶楽部4階ホール 延原　武春 フォルテピアノ/高田　泰治 W.A.モーツァルト

2013.3.22 第440回マンスリーコンサート 大阪倶楽部4階ホール 延原　武春 チェンバロ/高田泰治

2012.12.25 教会音楽シリーズ　第１６９回公演 カトリック夙川教会聖堂 延原　武春

2013.2.7 第439回マンスリーコンサート 大阪倶楽部4階ホール 延原　武春 オーボエ/延原武春 W.A.モーツァルト

2013.1.15 第438回マンスリーコンサート 大阪倶楽部4階ホール 延原　武春
オーボエ/延原武春 
リコーダー/藤田隆 
チェンバロ/中野振一郎

G.Ph.テレマン

2012.12.3 第437回マンスリーコンサート(JAZZ) 大阪倶楽部4階ホール 延原　武春 H.マンシーニ

W.A.モーツァルト

2012.9.14 第436回マンスリーコンサート 大阪倶楽部4階ホール 延原　武春

2012.4.20 第432回マンスリーコンサート　 大阪倶楽部4階ホール 延原　武春

フルート/森本英希　
オーボエ/松本剛
クラリネット/児玉知郎　
ファゴット/桑原正善

2012.6.1 第433回マンスリーコンサート 大阪倶楽部4階ホール 延原　武春
ホルン/中村一男　
オーボエ/松本剛



奈良フィルハーモニー管弦楽団

なし


