日本オーケストラ連盟加盟 会員オーケストラ

自主公演記録
（２０１１年４月１日～２０１２年３月31日）

札幌交響楽団
公演日

公演名

公演会場

2011/4/16 札響50周年記念・ニセコ公演

ニセコ町総合体育館

2011/4/17 アキラさんのモダンコンサート2011

札幌コンサートホールKitara大ホール

2011/4/22 第538回 定期演奏会

札幌コンサートホールKitara大ホール

2011/4/23 第538回 定期演奏会

以下2011/4/22と同じ

2011/5/7 札響シンフォニックブラス2011

2011/6/4

札響50周年ヨーロッパ公演
帰国記念演奏会

ラドミル・エリシュカ

札幌コンサートホールKitara大ホール

尾高忠明

2011/6/11 第539回 定期演奏会

以下2011/6/10と同じ

作曲／編曲
宮川彬良
モーツァルト／宮川彬良 編
ベートーヴェン、プラド／宮川彬良 編
サティ／宮川彬良 編
宮川彬良 編
宮川彬良 編
レノン＋マッカートニー／宮川彬良 編
バリー／宮川彬良 編

曲名
ザ・ホール・オブ・サンライズ
アイネ・クライネ・“タンゴ”ムジーク
シンフォニック！マンボNo.5
ジュ・トゥ・ヴ
クレージー・キャッツ・メドレー～「無責任一代男」「スーダラ節」「ホンダラ行進曲」
中山晋平物語～「しゃぼん玉とんだ」「カチューシャの唄」「証城寺の狸囃子」「砂山」「ゴンドラの
イエロー･サブマリン
サンダーバード

宮川彬良

開眼21

ドヴォルザーク

スタバト・マーテル 作品58

以下2011/4/16と同じで１曲追加

梅田俊明

札幌コンサートホールKitara大ホール

ソリスト／共演

指揮とPf：宮川彬良

札幌コンサートホールKitara大ホール

2011/6/10 第539回 定期演奏会

2011/6/19 札響50周年記念・札響中頓別公演

指揮者

秋山和慶

中頓別小学校

高関健

Sp：半田美和子 MS：手嶋眞佐子
Tn：小原啓楼 Br：青山貴

R.ジェイガー
堀田庸元
佐藤博昭
特別出演:札幌市立清田中学校、札苗 新実徳英
北中学校、白石中学校、各吹奏楽部 渡口公康
ヴォーン＝ウィリアムズ
R.シュトラウス
マスカーニ
ラヴェル
武満徹
Vn：諏訪内晶子
ブルッフ
チャイコフスキー
Tp：福田善亮
ショスタコーヴィチ
Pf：小曽根真
レスピーギ
レスピーギ
レスピーギ

2011/6/25

森の響フレンドコンサート
札響名曲シリーズVol.1

札幌コンサートホールKitara大ホール

高関健

Vn：渡辺玲子

2011/7/16

夏の特別演奏会
清水和音のオール・ラフマニノフ・コンチェルト

札幌コンサートホールKitara大ホール

高関健

ピアノ：清水 和音

2011/7/20

日本製紙Presents
札響ポップスコンサートVol.9

札幌コンサートホールKitara大ホール

服部克久

ゲスト：森山良子

スッペ
レスピーギ
ブラームス
ベートーヴェン
コープランド
バーンスタイン
バーンスタイン
バーンスタイン
ラフマニノフ
ラフマニノフ
ラフマニノフ
ラフマニノフ
服部克久
服部克久
服部克久
南能衛／宮川泰 編
いずみたく／服部克久 編
中村八大／宮川彬良 編
寺島尚彦
森山良子
BEGIN
ジュール・スタイン
中村八大／宮川彬良 編
服部克久 編

2011/7/24 海の日記念 札響チャリティーコンサート

札幌コンサートホールKitara大ホール

藤野浩一

ジャズ・Pf：野瀬栄進
ジャズ・Pf：野瀬栄進

ハーライン
J.ウィリアムズ
R.マクスウェル
マンシーニ
モリコーネ
ショパン／M.Stoloff＋G.Sidney 編
ガーシュイン／藤野浩一 編
バカラック
N.ロッソ
ルグラン
E.バーンスタイン
J.カーン
スタイナー／前田憲男

ジュビラーテ
マーチ「ライヴリー アヴェニュー」
天国の島
シャコンヌS
南風のマーチ
イギリス民謡組曲
楽劇「サロメ」 作品54から 「7つのヴェールの踊り」
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
ボレロ
ハロー・スロー・ザ・ウィンド
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
交響詩「ローマの祭り」
交響詩「ローマの噴水」
交響詩「ローマの松」
喜歌劇「軽騎兵」序曲
リュートのための古い舞曲とアリア 第3集から 「イタリアーナ」
ハンガリー舞曲集 第6番 二長調
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
3つのラテン・アメリカのスケッチ
セレナード
｢キャンディード｣序曲
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「シンフォニック・ダンス」
ピアノ協奏曲 第1番 嬰へ短調 作品1
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
ピアノ協奏曲 第4番 ト短調 作品40
喜望峰への道
夏は緑
伝説の黒い森
むらまつり
見上げてごらん夜の星を
上を向いて歩こう
さとうきび畑
家族写真
涙そうそう
ピープル～People
上を向いて歩こう
ディズニーメドレー～「星に願いを」「ハイ・ホー」「チム・チム・チェリー」「いつか王子様が」「ラ・
ラ・ルー」「ジッパ・ディー・デゥー・ダー」
映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
映画「E. T.」から 「テーマ」
映画「引き潮」から 「テーマ」
ストリングス・オン・ファイアー！
映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ
映画「愛情物語」から 「To Love Again」
ラプソディ・イン・ブルー
映画「アルフィー」から 「アルフィー」（主題歌）
水曜日の夜（「水曜ロードショー」のテーマ）
映画「おもいでの夏（Summer of '42）」から 「テーマ」
映画「荒野の七人」から 「メインタイトル」
Smoke Gets in Your Eyes（煙が目にしみる）～映画「ロバータ」「オールウェイズ」挿入歌
映画「風と共に去りぬ」から 「ファンファーレと組曲」

2011/8/7 アキラさんの大発見コンサート2011

札幌コンサートホールKitara大ホール

宮川彬良
宮川彬良
ベートーヴェン／宮川彬良
宮川彬良
宮川彬良
宮川彬良

宮川彬良

宮川彬良

大発見マーチ
燃えよドラゴン
ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13 「悲愴」
ただいま考え中
目は怒ってる
ゆうがたクインテット テーマ
組曲「少年の時計」～ 「このうたゆうき」「音のつばさ」「はじめてのきみ―こころの足し算」「まち
がみんなをすきなんだ」「サヨナラの星」
ディズニー・シンフォニック・パレード～「小さな世界」「ビビディバビディブー」「リーダーにつづけ」
「楽しい休日」「ヘイ・ディドゥル・ディ・ディ」「口笛を吹いて働こう」「ジッパ・ディ・ドゥ・ダー」「ミッ
幸せのリズム

ブリテン
プロコフィエフ
ブラームス

シンフォニア・ダ・レクイエム 作品20
ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
交響曲 第2番 ニ長調 作品73

シューベルト
ベートーヴェン
ドヴォルジャーク
ベートーヴェン
ベートーヴェン

交響曲
交響曲
交響曲
交響曲
交響曲

宮川彬良
宮川彬良 編
2011/8/7 アキラさんの大発見コンサート2011

以下2011/8/7と同じ

2011/8/19 第540回 定期演奏会

札幌コンサートホールKitara大ホール

2011/8/20 第540回 定期演奏会

以下2011/8/19と同じ

夏の特別演奏会・コバケンの「未完成」「運命」「新世
2011/8/30
札幌コンサートホールKitara大ホール
界」
2011/9/9 第541回 定期演奏会
2011/9/10 第541回 定期演奏会

2011/9/16

Kitara＆札響セレクション“北の精鋭アーティストた
ち”

札幌コンサートホールKitara大ホール

高関健

Pf：小川典子

小林研一郎
尾高忠明

札幌コンサートホールKitara大ホール

円光寺雅彦

Tb：永村裕希
Sp：斉藤奏枝
Fl：江口奈々絵
Tn：安田哲平

森町民体育館

円光寺雅彦

2011/10/15 森の響フレンドコンサート 札響名曲シリーズVol.2

札幌コンサートホールKitara大ホール

ラドミル・エリシュカ

2011/10/28 第542回 定期演奏会

札幌コンサートホールKitara大ホール

尾高忠明

2011/10/28 第542回 定期演奏会

以下2011/10/28と同じ

2011/11/11 第543回 定期演奏会

札幌コンサートホールKitara大ホール

2011/11/12 第543回 定期演奏会

以下2011/11/11と同じ

2011/11/26 森の響フレンドコンサート 札響名曲シリーズVol.3
2011/12/9 第544回 定期演奏会

ロ短調 D.759 「未完成」
ハ短調 作品67
ホ短調 作品95 「新世界より」
ハ長調 作品21
イ長調 作品92

以下2011/9/9と同じ

Pf：山田陽子
2011/9/19 札響50周年記念・札響森町公演

第7番
第5番
第9番
第1番
第7番

尾高忠明

札幌コンサートホールKitara大ホール

児玉宏

札幌コンサートホールKitara大ホール

尾高忠明

2011/12/10 第544回 定期演奏会

以下2011/12/9と同じ

2011/12/17 札響の第9 2011

札幌コンサートホールKitara大ホール

2011/12/18 札響の第9 2011

以下2011/12/17と同じ

2012/1/20 第545回 定期演奏会

札幌コンサートホールKitara大ホール

2012/1/21 第545回 定期演奏会

以下2012/1/20と同じ

Cl：カール・ライスター

尾高忠明

Sp：澤畑恵美 Atア：竹本節子
Tn：福井敬 Br：福島明也

サッシャ・ゲッツェル

Vn：神尾真由子

Pf：野瀬栄進

2012/1/28 札響ニューイヤーコンサートin小樽

小樽市民会館

高関健

2012/2/10 第546回 定期演奏会

札幌コンサートホールKitara大ホール

高関健

2013/2/11 第546回 定期演奏会

以下2012/2/10と同じ

Pf：児玉桃
オンド・マルトノ：原田節

グロンダール
トロンボーン協奏曲
トマ
歌劇「ミニョン」から 「私はティターニャ」
ライネッケ
フルート協奏曲 ニ長調 作品283
モーツァルト
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588から 「恋のそよ風」
ドニゼッティ
歌劇「連隊の娘」から 「友よ，今日は楽しい日」
ショパン
ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
スメタナ
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ハチャトゥリヤン
バレエ組曲「ガイーヌ」から 「子守歌」「バラの乙女たちの踊り」「レズギンカ」「剣の舞」
グリーグ
2つの悲しい旋律 作品34
ドヴォルザーク
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ドヴォルザーク
スラヴ狂詩曲 第3番 変イ長調 作品45-3
チャイコフスキー
イタリア奇想曲 作品45
エネスコ
ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11-1
シャブリエ
スペイン狂詩曲 第2番
リスト／K.ミューラー＝ベルクハウス 編 ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
ベートーヴェン
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
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
ベートーヴェン

交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
ベートーヴェン
ベートーヴェン

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a）
交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」
交響曲 第2番 ニ長調 作品36
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ハチャトゥリヤン
ベルリオーズ

ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
幻想交響曲 作品14

ショスタコーヴィチ
ガーシュイン
J.シュトラウス
J.シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス

バレエ組曲 第1番
ラプソディ・イン・ブルー
喜歌劇「ジプシー男爵」序曲
ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332
ポルカ・マズルカ「おしゃべり女」 作品144
ワルツ「南国のばら」 作品388
ポルカ「クラップフェンの森にて」 作品336
ポルカ・マズルカ「おしゃべり女」 作品144
芸術家のカドリーユ 作品201
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

メシアン

トゥーランガリラ交響曲

スッペ
2012/2/26 札幌交響楽団 岩内公演

岩内地方文化センター

高関健

2012/3/2 第547回 定期演奏会

札幌コンサートホールKitara大ホール

下野竜也

2012/3/3 第547回 定期演奏会

以下2012/3/2と同じ

Pf：デヤン・ラツィック

2012/3/17

森の響フレンドコンサート
札響名曲シリーズVol.4

札幌コンサートホールKitara大ホール

尾高忠明

2012/3/21

ホクレンクラシックスペシャル
札幌交響楽団2012東京公演

サントリーホール

尾高忠明

喜歌劇「軽騎兵」序曲
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「小さな序曲」「行進曲」「ロシアの踊り」「アラビアの
チャイコフスキー
踊り」「あし笛の踊り」「中国の踊り」「金平糖の精の踊り」「花のワルツ」
ベートーヴェン
交響曲 第7番 イ長調 作品92
ブラームス/ラツィック 編
ピアノ協奏曲 第3番 ニ長調（原曲：ヴァイオリン協奏曲 作品77）
ブルックナー／スクロヴァチェフスキ 編 アダージョ（原曲：弦楽五重奏曲 ヘ長調 より）
ヒンデミット
交響曲「画家マティス」
ウォルトン
ディーリアス
ブリテン
ヴォーン＝ウィリアムズ
ヴォーン＝ウィリアムズ
エルガー
エルガー
ベートーヴェン
ベートーヴェン

戴冠式行進曲「王冠」
歌劇「村のロメオとジュリエット」から 「楽園への道」
歌劇「ピーター・グライムズ」 作品33から 「4つの海の間奏曲」
バス・テューバと管弦楽のための協奏曲 ヘ短調
「グリーンスリーヴズ」による幻想曲
序曲「南国で」 作品50
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
交響曲 第7番 イ長調 作品92
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

仙台フィルハーモニー管弦楽団
公演日

公演名

2011/7/2 コンサートホール復活演奏会

公演会場

仙台市青年文化センター
コンサートホール

指揮者

パスカル・ヴェロ

ソリスト／共演
カルメン：菊池万希子、小野綾子
エスカミーリョ：高橋正典
ミカエラ：渡部ジュディス
フラスキータ：齋藤翠
メルセデス：申寿美
スニガ・モラレス：野崎貴男
合唱：仙台オペラ協会、仙台市民合唱
団、NHK仙台少年少女合唱隊

岩沼市民会館

ビゼー

ロッシーニ
J.シュトラウス
ジーツィンスキ／川上哲夫 編
プッチーニ
チャイコフスキー
シベリウス

歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
わが夢の街ウィーン
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 「情景」「4羽の白鳥たちの踊り」「ハンガリーの踊り」
交響詩「フィンランディア」 作品26

モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
サリエリ
チャイコフスキー
モーツァルト

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
歌劇「フィガロの結婚」 K.492から 「楽しい思い出はどこへ」「そよ風に」「恋とはどんなものかしら」
「自分で自分が分からない」「愛の神よ，ご覧あれ」「もう飛ぶまいぞ，この蝶々」
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618
交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
歌劇「トロフォーニオの洞窟」序曲
組曲 第3番 ト長調 作品55
交響曲 第40番 ト短調 K.550

Fl：荒川洋
Pf：小山実稚恵

尾高尚忠
尾高尚忠
尾高尚忠
尾高惇忠
ベートーヴェン
リスト
ロッシーニ
モーツァルト
ラフマニノフ
マスカーニ
エルガー
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン

日本組曲
フルート小協奏曲
交響曲 第1番
交響曲「時の彼方へ」
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
歌劇「セビーリャの理髪師」序曲
フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314（285d）
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」 第4楽章
付随音楽「エグモント」序曲 作品84
交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

Vn：佐藤俊介

シベリウス
シベリウス
シベリウス

付随音楽「死（クオレマ）」から 「悲しいワルツ」 作品44-1
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
交響曲 第2番 ニ長調 作品43

シベリウス
ブラームス
ビゼー
チャイコフスキー
ベートーヴェン

交響詩「フィンランディア」 作品26
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
「カルメン」 第1組曲（セギディーリャなし）
祝典序曲「1812年」 作品49
序曲「コリオラン」 作品62

R.ロジャーズ／R.ラッセル・ベネット 編

2011/7/22 第257回定期演奏会
2011/7/23 第257回定期演奏会

仙台市青年文化センター
コンサートホール
以下2011/7/22と同じ

2011/8/4 気軽にクラシック

仙台市青年文化センター
コンサートホール

2011/8/4 気軽にクラシック

以下2011/8/4と同じ

2011/9/11 マイタウンコンサート in 石巻

石巻専修大学5号館学生ホール

山下一史

MS：福原寿美枝

大井剛史

Sp：中村優子 Tn：松尾英章

海老原光

Sp：菅原朋子、杉本富美子、西本繁美
MS：宮本智恵 Br：千葉昌哉
お話：山田正明

2011/9/16 第258回定期演奏会

仙台市青年文化センター
コンサートホール

2011/9/17 第258回定期演奏会

以下2011/9/16と同じ

2011/9/23 日本の現代作曲家

仙台市青年文化センター
コンサートホール

尾高忠明

ご案内：片山杜秀
Fl：神田寛明

2011/9/30 仙台クラシックフェスティバル

仙台市青年文化センター
コンサートホール

山下一史

Pf：菅原望、津田裕也

2011/10/2 仙台クラシックフェスティバル

仙台市青年文化センター
コンサートホール

山下一史

2011/10/21 第259回定期演奏会

仙台市青年文化センター
コンサートホール

小泉和裕

2011/10/22 第259回定期演奏会

以下2011/10/21と同じ

2011/11/18 第260回定期演奏会

仙台市青年文化センター
コンサートホール

2011/11/19 第260回定期演奏会

以下2011/11/18と同じ

2011/11/23 マイタウンコンサート in 新地

新地町総合体育館

2011/12/20 「第九」特別演奏会

仙台市青年文化センター
コンサートホール

2011/12/21 「第九」特別演奏会

以下2011/12/20と同じ

パスカル・ヴェロ

秋山和慶

岩村力

山下 一史

歌劇「カルメン」ハイライト～「前奏曲」「ハバネラ」「街の子供たちの合唱」「タバコ工場の女工たちの
合唱」「ミカエラのアリア」「ジプシーの歌」「闘牛士の歌」「行進曲と合唱」

チャイコフスキー
エルガー
マーラー
マーラー

竹本泰蔵

ドヴォルザーク
岡野貞一／山本純 編
チャイコフスキー
メンデルスゾーン
モロス
ロータ

曲名

交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ふるさと
組曲 第4番 ト長調 作品61 「モーツァルティアーナ」から 「祈り」
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
大いなる西部
道～ジェルソミーナ
サウンド・オブ・ミュージック セレクション～「サウンド・オブ・ミュージック」「ドレミの歌」「もうすぐ17
歳」「私のお気に入り」「ひとりぼっちの羊飼い」「さようならこんにちは」「エーデルワイス」
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
5つのリュッケルトの歌（「最後の7つの歌」から）
交響曲 第5番 嬰ハ短調

Vn：長尾春花
2011/7/16 マイタウンコンサート in 岩沼

作曲／編曲

共演：相双地区高等学校合同バンド

モーツァルト

Sp：並河寿美 MS：福原寿美枝
Tn：望月哲也 Br：河野 克典
合唱：仙台フィルと第九をうたう合唱団、 ベートーヴェン
東北大学混声合唱団有志、常盤木学園
高等学校音楽科混声合唱団有志

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

アンダソン
チャイコフスキー
R.ロジャーズ／R.ラッセル・ベネット 編
2011/12/25 マイタウンコンサート in 大船渡

2012/1/7

特別演奏会「名曲コレクション」
ニューイヤーコンサート【盛岡公演】

特別演奏会「名曲コレクション」
ニューイヤーコンサート【福島公演】
特別演奏会「名曲コレクション」
2012/1/9
ニューイヤーコンサート【いわき公演】
2012/1/8

大船渡市民文化会館リアスホール

山下一史

盛岡市民文化ホール

小泉和裕

福島市音楽堂

以下2012/1/7と同じ

バーバー
スメタナ
佐藤賢太郎
合唱：けせん「第九を歌う会」＆キッズ、 谷川賢作／萩森英明 編
岩手県立大船渡高等学校音楽部、岩手 民謡
県立高田高等学校音楽部
佐藤眞
八木澤教司／萩森英明 編
J.シュトラウス
マスカーニ
Pf：佐藤彦大
ラフマニノフ
ビゼー
チャイコフスキー

いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール 以下2012/1/7と同じ

2012/1/20 第261回定期演奏会

仙台市青年文化センター
コンサートホール

2012/1/21 第261回定期演奏会

以下2012/1/20と同じ

デリック・イノウエ

2012/2/12 マイタウンコンサート in 栗原

若柳総合総合文化センター（ドリーム・パル）ミハウ・ドヴォジンスキ

2012/2/17 第262回定期演奏会

仙台市青年文化センター
コンサートホール

2012/2/18 第262回定期演奏会

以下2012/2/17と同じ

文化庁劇場発信事業
2012/2/26 仙台フィルが市民に送る「オーケストラ・スタンダー
ド」第1回

仙台市青年文化センター
コンサートホール

藤岡幸夫

文化庁劇場発信事業
仙台フィルが市民に送る「オーケストラ・スタンダー
ド」第2回

仙台市青年文化センター
コンサートホール

大山平一郎

Pf：高橋礼恵

2012/3/16 第263回定期演奏会

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

Vn：クララ・ジュミ・カン

2012/3/17 第263回定期演奏会

以下2012/3/16と同じ

2012/2/29

2012/3/20 オーケストラってなんだろう！

仙台市青年文化センター
コンサートホール

2012/3/20 オーケストラってなんだろう！

以下2012/3/20と同じ

山下一史

岩村力

Ob：西沢澄博

Sp：佐藤順子 At：高山圭子
Tn：佐藤淳一 Br：高橋正典
合唱：仙台市民合唱団

ゲスト：ひなたおさむ

Pf：平田ゆう
Fl：小澤恭子
2012/3/28

新進演奏家育成プロジェクト
オーケストラ・シリーズ 第6回（仙台）

クリスマス・フェスティバル
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
サウンド・オブ・ミュージック セレクション～「サウンド・オブ・ミュージック」「ふたりの愛」「ふつうの
カップル」「誰にも止められない」「マリア」「もうすぐ17歳」「私のお気に入り」「ひとりぼっちの羊飼い」
「さようならこんにちは」「エーデルワイス」
弦楽のためのアダージョ
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
前へ
祈り
大漁唄い込み「御祝」
カンタータ「土の歌」から 「大地讃頌」
あすという日が
喜歌劇「こうもり」序曲
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
「アルルの女」 第2組曲
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「行進曲」「トレパーク」「あし笛の踊り」「花のワルツ」

仙台市青年文化センター
コンサートホール

山下一史

Sp：齋藤翠
Perc：清田裕里江
Pf：田熊志帆

ワーグナー
ワーグナー
ワーグナー
チャイコフスキー

歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
楽劇「ジークフリート」から 「森のささやき」
楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲と愛の死」
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
クライスラー
クライスラー
レハール
シューベルト
モーツァルト
モーツァルト
ブラームス
R.シュトラウス
R.シュトラウス

喜歌劇「こうもり」序曲
アンネン・ポルカ 作品117
無窮動 作品257
愛の喜び
愛の悲しみ
ワルツ「金と銀」 作品79
付随音楽「キプロスの女王ロザムンデ」 D.797から 「間奏曲 第3番 変ロ長調」
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90
オーボエ協奏曲 ニ長調
交響詩「死と変容」 作品24

モーツァルト

交響曲 第25番 ト短調 K.183（173dB）

モーツァルト

レクイエム ニ短調 K.626

シューベルト
リスト
ベートーヴェン
イベール
プロコフィエフ
オネゲル
ドビュッシー

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
寄港地（3つの交響的絵画）
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63
夏の牧歌
夜想曲

ワーグナー
レスピーギ
久石譲
西脇辰弥／福嶋頼秀 編
堀井勝美／福嶋頼秀 編
宇野誠一郎／福嶋頼秀 編
かしわ哲／福嶋頼秀 編
坂田修／福嶋頼秀 編
J.シュトラウス I

歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲
交響詩「ローマの松」から 「ジャニコロの松」「アッピア街道の松」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ドンスカパンパンおうえんだん
キッチンオーケストラ
アイアイ
きみのなまえ
ヤッホ・ホー
ラデツキー行進曲 作品228

ラヴェル
ニルセン
プッチーニ
ヴェルディ
クレストン
ガーシュイン

ピアノ協奏曲 ト長調
フルート協奏曲
歌劇「つばめ」から 「ドレッタの素晴らしい夢」
歌劇「運命の力」から 「神よ，平和を与えたまえ」
マリンバと管弦楽のためのコンチェルティーノ 作品21
ピアノ協奏曲 ヘ調

山形交響楽団
公演日

公演名

2011/4/16 第212回 定期演奏会
2011/4/16

【震災チャリティー・無償】
被災者支援・プレコンサート（チェロアンサンブル）

2011/4/17 第212回 定期演奏会

公演会場
山形テルサ

指揮者
飯森範親

山形テルサ ロビー
山形テルサ

ソリスト／共演
Pf：小川典子
山形交響楽団 チェロパート

作曲／編曲
ベートーヴェン
ブルックナー
イギリス民謡／藤満健 編
ジョプリン
ポッパー

以下2011/4/16と同じ

【震災チャリティー・無償】
2011/4/17
被災者支援・プレコンサート（室内楽）

山形テルサ ロビー

2011/4/20 松原小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/4/27 寒河江中部小学校（低学年）

同校体育館

佐藤寿一

2011/4/27 寒河江中部小学校（高学年）

同校体育館

佐藤寿一

山形交響楽団 有志7名
（アンサンブルG7）

マスカーニ／高橋あけみ 編
BEGIN／渡邊研多郎 編
滝廉太郎／八木健史 編
岡野貞一／蜂谷深 編
ロッシーニ
ハイドン

アンダソン
グリーグ
ブラームス
ビゼー
滝廉太郎／山形交響楽団 編
スッペ
モーツァルト
スーザ
アンダソン
ベートーヴェン
木島由美子 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
グリンカ
プロコフィエフ
ボロディン
ストラヴィンスキー
グリーグ
エルガー
チャイコフスキー

歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
涙そうそう
花
ふるさと
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
リズムの勉強
踊る子猫
ポルカ「観光列車」 作品281
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
最上川舟歌
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
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
シンコペイテッド・クロック
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ラデツキー行進曲 作品228
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
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
リズムの勉強
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
星条旗よ永遠なれ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
リズムの勉強
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
ハリーポッター・ハイライト～「プロローグ」「ハリーの不思議な世界」「クィディッチ・マーチ」「ヘド
ウィグのテーマ」
花
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「軽騎兵」序曲
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
星条旗よ永遠なれ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
楽器の勉強
シンコペイテッド・クロック
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
荒城の月
喜歌劇「軽騎兵」序曲
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
星条旗よ永遠なれ
シンコペイテッド・クロック
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19
歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
3楽章の交響曲
2つの悲しい旋律 作品34から 「過ぎた春」
セレナード ホ短調 作品20
セレナード ハ長調 作品48

ハイドン

ディヴェルティメント

アンダソン
J.シュトラウス
木島由美子 編
山形県民謡／村川千秋 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
モーツァルト
アンダソン
ベートーヴェン
村川千秋
木島由美子 編
J.シュトラウス I
モーツァルト
バッハ
ヘンデル
モーツァルト
ドヴォルザーク
ビゼー
ロッシーニ
スーザ
ベートーヴェン

2011/4/28 中平田小学校

同校体育館

ディ・カプア
ヤング

佐藤寿一

J.ウィリアムズ／木島由美子 編
滝廉太郎／山形交響楽団 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
スッペ
モーツァルト
スーザ
ベートーヴェン
2011/4/28 松山中学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/5/6 楯岡小学校

同校体育館

佐藤寿一

山形テルサ

飯森範親

2011/5/13 第213回 定期演奏会

2011/5/13

【震災チャリティー・無償】
東日本大震災被災者支援ロビーコンサート

2011/5/14 第213回 定期演奏会
【震災チャリティー・無償】
2011/5/14
東日本大震災被災者支援ロビーコンサート
2011/5/15 庄内定期演奏会 第13回酒田公演
【震災チャリティー・無償】
2011/5/15
東日本大震災被災者支援ロビーコンサート

曲名
ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19
交響曲 第6番 イ長調
アメイジンググレース
エンターテイナー
レクイエム 作品66

山形テルサ ロビー

Vn：シュロモ・ミンツ

山形交響楽団 弦楽九重奏

以下2011/5/13（1）と同じ
山形テルサ ロビー

山形交響楽団 木管五重奏団

酒田市民会館「希望ホール」

以下2011/5/13（1）と同じ

希望ホール ロビー

以下2011/5/13（2）と同じ

プライアー
アンダソン
ミヒャエリス
ベートーヴェン
2011/5/17 田沢小学校

同校体育館

佐藤寿一
ビゼー
上柴はじめ／山形交響楽団 編
岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I
J.シュトラウス
モーツァルト
スーザ
アンダソン

2011/5/17 鳥海八幡中学校

同校体育館

佐藤寿一
ビゼー
ブラームス
ベートーヴェン
岡野貞一／蜂谷深 編
スッペ
アンダソン
J.シュトラウス
ベートーヴェン

2011/5/18 琢成小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/5/18 若浜小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/5/19 広野小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/5/19 黒森小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/5/24 豊田小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/5/25 山形第一小学校

同校体育館

佐藤寿一

木島由美子 編
滝廉太郎／山形交響楽団 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
モーツァルト
モーツァルト
アンダソン
ベートーヴェン
村川千秋
J.シュトラウス
ビゼー
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
スッペ
アンダソン
J.シュトラウス
J.シュトラウス
タイケ
モーツァルト
ブラームス
木島由美子 編
佐藤眞／山形交響楽団 編
スッペ
アンダソン
タイケ
J.シュトラウス
ハイドン
ビゼー
ブラームス
村川千秋
杉本竜一／山形交響楽団 編
モーツァルト
アンダソン
タイケ
ベートーヴェン
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
岡野貞一／蜂谷深 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
アンダソン
アンダソン
プライアー
ベートーヴェン
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
村井邦彦／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I

口笛吹きと犬
シンコペイテッド・クロック
森の鍛冶屋
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
リズムの勉強
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
青い空に絵をかこう
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「こうもり」序曲
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
星条旗よ永遠なれ
シンコペイテッド・クロック
楽器の勉強
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ふるさと
喜歌劇「軽騎兵」序曲
踊る子猫
ピツィカート・ポルカ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
リズムの勉強
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
花
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
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
シンコペイテッド・クロック
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
ポルカ「狩りにて」 作品373
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「軽騎兵」序曲
プリンク，プランク，プルンク
ピツィカート・ポルカ
ポルカ「狩りにて」 作品373
楽器の勉強
行進曲「旧友」
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
大地讃頌
喜歌劇「軽騎兵」序曲
踊る子猫
行進曲「旧友」
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
Believe
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
踊る子猫
行進曲「旧友」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
ふるさと
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
シンコペイテッド・クロック
口笛吹きと犬
楽器の勉強
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
翼をください
ラデツキー行進曲 作品228

2011/5/26 津山小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/5/27 寒河江小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/5/27 陵西中学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/5/31 大郷小学校

同校体育館

佐藤寿一

スッペ
アンダソン
タイケ
J.シュトラウス
モーツァルト
村川千秋
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
アンダソン
ディ・カプア
ヤング
ハイドン
ビゼー
村川千秋
滝廉太郎／山形交響楽団 編
上柴はじめ／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
バッハ
ヘンデル
ミヨー
ドヴォルザーク
ブラームス
ブラームス
ビゼー
ベートーヴェン
J.シュトラウス I
ミヒャエリス
J.シュトラウス
タイケ
モーツァルト
久石譲／山形交響楽団 編
木島由美子 編
岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
スーザ
J.シュトラウス

2011/6/2 渡前小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/6/6 白鷹町内中学校合同音楽教室

白鷹西中学校体育館

佐藤寿一

2011/6/6 白鷹町内中学校合同音楽教室

白鷹東中学校体育館

佐藤寿一

2011/6/11 第13回 モーツァルト定期演奏会

山形テルサ

飯森範親

2011/6/14 白鷹町内小学校合同音楽教室1

荒砥小学校体育館

佐藤寿一

2011/6/14 白鷹町内小学校合同音楽教室2

鮎貝小学校体育館

以下2011/6/14と同じ

モーツァルト
ベートーヴェン
木島由美子 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
J.シュトラウス
モーツァルト
アンダソン
J.シュトラウス
ベートーヴェン

Pf：清塚信也

ブラームス
ビゼー
岡野貞一／蜂谷深 編
モーツァルト
モーツァルト
スーザ
アンダソン
ブラームス
ブラームス
ベートーヴェン
ビゼー
滝廉太郎／山形交響楽団 編
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
ロッシーニ
アンダソン
J.シュトラウス
ベートーヴェン
ディ・カプア
ヤング
ビゼー
村川千秋
岡野貞一／蜂谷深 編
杉本竜一／山形交響楽団 編

喜歌劇「軽騎兵」序曲
踊る子猫
行進曲「旧友」
ポルカ「狩りにて」 作品373
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
シンコペイテッド・クロック
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
荒城の月
青い空に絵を描こう
ラデツキー行進曲 作品228
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」
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
フランス組曲 作品248から 「プロヴァンス」
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
指揮者コーナー（ハンガリー舞曲第5番）
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ラデツキー行進曲 作品228
森の鍛冶屋
ピツィカート・ポルカ
行進曲「旧友」
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
リズムの勉強
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
星条旗よ永遠なれ
ポルカ「観光列車」 作品281
リズムの勉強
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
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「こうもり」序曲
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
シンコペイテッド・クロック
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
楽器の勉強
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ふるさと
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
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
美中の美
シンコペイテッド・クロック
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
指揮者コーナー（ハンガリー舞曲第5番）
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
花
交響曲 第11番 ニ長調 K.84（73q）
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調 K.537 「戴冠式」
交響曲 第25番 ト短調 K.183（173dB）
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
ポルカ「狩りにて」 作品373
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
ふるさと
Believe

モーツァルト
スーザ
2011/6/15 南陽高校

同校体育館

佐藤寿一

2011/6/16 高畠町内小学校合同音楽教室1

高畠文化ホールまほら

佐藤寿一

2011/6/17 高畠町内小学校合同音楽教室2

高畠町文化ホールまほら

佐藤寿一

2011/6/17 高畠町内小学校合同音楽教室3

高畠文化ホールまほら

佐藤寿一

ベートーヴェン
久石譲／山形交響楽団 編
木島由美子 編
J.シュトラウス I
モーツァルト
プロコフィエフ
チャイコフスキー

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
星条旗よ永遠なれ
楽器の勉強
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ポルカ「観光列車」 作品281
喜歌劇「こうもり」序曲
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
ポルカ「観光列車」 作品281
楽器の勉強
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ふるさと
Believe
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
星条旗よ永遠なれ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
ふるさと
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
楽器の勉強
「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ふるさと
Believe
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
リズムの勉強
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士の行進」
最上川舟歌
気球に乗ってどこまでも
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
シンコペイテッド・クロック
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
ポルカ「観光列車」 作品281
楽器の勉強
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「魔笛」序曲 K.620
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19
交響曲 第5番 ホ短調 作品64

スッペ
アンダソン
モーツァルト
ハイドン
プライアー
木島由美子 編
村川千秋
山本直純／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
モーツァルト
スーザ
J.シュトラウス
ブラームス
ブラームス
レスピーギ
ベートーヴェン
ビゼー
岡野貞一／蜂谷深 編

喜歌劇「軽騎兵」序曲
踊る子猫
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
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
口笛吹きと犬
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
歌えバンバン
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
星条旗よ永遠なれ
ポルカ「狩りにて」 作品373
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
指揮者コーナー（ハンガリー舞曲第5番）
リュートのための古い舞曲とアリア 第3集から 「イタリアーナ」
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ふるさと

バッハ
J.シュトラウス
J.シュトラウス
ベートーヴェン
ブラームス
ビゼー
ロッシーニ
アンダソン
J.シュトラウス
ベートーヴェン
ビゼー
木島由美子 編
岡野貞一／蜂谷深 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
ロッシーニ
スーザ
ベートーヴェン
ディ・カプア
ヤング
ビゼー
村川千秋
岡野貞一／蜂谷深 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
アンダソン
J.シュトラウス
ハイドン
ビゼー
木島由美子 編
岡野貞一／蜂谷深 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
ロッシーニ
アンダソン

2011/6/20 湯田川小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/6/20 温海地区小学校合同音楽教室

温海ふれあいセンター

佐藤寿一

2011/6/24 さくらんぼコンサート2011

東京オペラシティ コンサートホール

飯森範親

2011/6/27 蔵増小学校

同校体育館

以下2011/6/20（2）と同じ

2011/6/28 小国町内小学校合同音楽教室

小国中学校体育館

佐藤寿一

2011/6/28 小国町内中学校合同音楽教室

小国中学校体育館

佐藤寿一

ハイドン
ディ・カプア
ヤング
ビゼー
山形県民謡／村川千秋 編
平吉毅州／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
アンダソン
モーツァルト
J.シュトラウス

Vn：ユージン・ウゴルスキ

アンダソン
J.シュトラウス
2011/7/2 平田中学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/7/4 柴橋小学校

同校体育館

大井剛史

2011/7/4 醍醐小学校

同校体育館

大井剛史

2011/7/6 天童南部小学校

同校体育館

大井剛史

グリーグ
ベートーヴェン
ヤング
ディ・カプア
ビゼー
岡野貞一／蜂谷深 編
スッペ
アンダソン
プライアー
モーツァルト
ビゼー
ベートーヴェン
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
村井邦彦／山形交響楽団 編
モーツァルト
モーツァルト
アンダソン
プライアー
J.シュトラウス
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
J.シュトラウス
ヘンデル
モーツァルト
ビゼー
ドヴォルザーク
J.ウィリアムズ／木島由美子 編
平吉毅州／山形交響楽団 編
スッペ
スーザ
プライアー

2011/7/6 大森小学校

同校体育館

大井剛史

Sp：文屋さゆり
2011/7/7 長井市内中学校合同音楽教室

長井市民文化会館

大井剛史

アンダソン
モーツァルト
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
スッペ
モーツァルト
ヘンデル
R.ロジャーズ
J.シュトラウス
ブラームス
ベートーヴェン
J.ウィリアムズ／木島由美子 編

2011/7/8 長井市内小学校（低学年）合同音楽教室

長井市民文化会館

大井剛史

Sp：文屋さゆり

岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
アンダソン
J.シュトラウス
モーツァルト
ヘンデル
R.ロジャーズ
スーザ
ハイドン
木島由美子 編
J.シュトラウス I

プリンク，プランク，プルンク
ポルカ「観光列車」 作品281
楽器の勉強
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
オー・ソレ・ミオ
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ふるさと
喜歌劇「軽騎兵」序曲
踊る子猫
口笛吹きと犬
楽器の勉強
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
カルメン第1組曲より闘牛士の行進
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
翼をください
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
リズムの勉強
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
踊る子猫
口笛吹きと犬
ポルカ「観光列車」 作品281
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
ポルカ「観光列車」 作品281
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
楽器の勉強
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
カルメン第1組曲より闘牛士の行進
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ハリーポッター・ハイライト～「プロローグ」「ハリーの不思議な世界」「クィディッチ・マーチ」「ヘド
ウィグのテーマ」
気球に乗ってどこまでも
喜歌劇「軽騎兵」序曲
星条旗よ永遠なれ
口笛吹きと犬
リズムの勉強
シンコペイテッド・クロック
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「軽騎兵」序曲
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588から 「岩のように動かずに」
歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「エーデルワイス」
ポルカ「観光列車」 作品281
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ハリーポッター・ハイライト～「プロローグ」「ハリーの不思議な世界」「クィディッチ・マーチ」「ヘド
ウィグのテーマ」
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
ポルカ「観光列車」 作品281
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588から 「岩のように動かずに」
歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「エーデルワイス」
星条旗よ永遠なれ
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ラデツキー行進曲 作品228

Sp：文屋さゆり
2011/7/8 長井市内小学校（高学年）合同音楽教室

長井市民文化会館

大井剛史

2011/7/11 東平田小学校

同校体育館

大井剛史

2011/7/11 内郷小学校

同校体育館

大井剛史

2011/7/12 酒田第四中学校

同校体育館

佐藤寿一

スッペ
モーツァルト
ヘンデル
R.ロジャーズ
アンダソン
スーザ
ベートーヴェン
木島由美子 編
久石譲／山形交響楽団 編
岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
アンダソン
タイケ
ベートーヴェン
村川千秋
木島由美子 編
岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
モーツァルト
スーザ
ベートーヴェン
村川千秋
村川千秋
木島由美子 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I
アンダソン
J.シュトラウス
グリーグ
ベートーヴェン
ディ・カプア
ヤング
ビゼー
山形県民謡／村川千秋 編
ロッシーニ
モーツァルト
スーザ

2011/7/12 港南小学校

同校体育館

大井剛史

2011/7/13 城北高校

山形県県民会館

大井剛史

ベートーヴェン
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
上柴はじめ／山形交響楽団 編
山形県民謡／村川千秋 編
J.シュトラウス I
J.シュトラウス
グリーグ
ブラームス
ブラームス
ベートーヴェン
ドヴォルザーク
ビゼー
ヤング
R.ロジャーズ／南安雄 編

2011/7/14 寺津小学校

2011/7/14 山形第九小学校

同校体育館

同校体育館

大井剛史

大井剛史

ロッシーニ
アンダソン
プライアー
ベートーヴェン
村川千秋
木島由美子 編
岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I
モーツァルト
スーザ
J.シュトラウス
ハイドン
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
山形県民謡／村川千秋 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I

喜歌劇「軽騎兵」序曲
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588から 「岩のように動かずに」
歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「エーデルワイス」
プリンク，プランク，プルンク
星条旗よ永遠なれ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
シンコペイテッド・クロック
行進曲「旧友」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
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
星条旗よ永遠なれ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
Believe
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228
プリンク，プランク，プルンク
ポルカ「観光列車」 作品281
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
楽器の勉強
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
最上川舟歌
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
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
星条旗よ永遠なれ
リズムの勉強
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
青い空に絵を描こう
最上川舟歌
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「こうもり」序曲
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
指揮者コーナー（ハンガリー舞曲第5番）
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
「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」「私のお気に入り」「ドレミの歌」
「すべての山に登れ」
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
シンコペイテッド・クロック
口笛吹きと犬
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
星条旗よ永遠なれ
リズムの勉強
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
最上川舟歌
Believe
ラデツキー行進曲 作品228

2011/7/16 海の日チャリティコンサート

山形市民会館

神津善行

2011/7/22 庄内定期演奏会 第17回鶴岡公演

鶴岡市文化会館

鈴木秀美

2011/7/23 第214回 定期演奏会
2011/7/24 第214回 定期演奏会

山形テルサ
以下2011/7/23と同じ

以下2011/7/22と同じ

2011/8/19 第215回 定期演奏会

山形テルサ

ピーター・ルバート

2011/8/22 戸沢小学校

村山市民会館

佐藤寿一

2011/8/24 酒田特別支援校

同校体育館

佐藤寿一

2011/8/29 大倉小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/8/30 山辺・大寺・鳥海小学校合同音楽教室

山辺小学校体育館

佐藤寿一

シベリウス
神津善行
語り：中村メイコ、神津カンナ、神津はづ 神津善行
伊藤幹翁／神津善行 編
き
ガーシュイン／神津善行 編
Pf：三舩優子
プッチーニ／神津善行 編
薩摩琵琶：坂田美子
サン＝プルー／神津善行 編
Sp：高橋薫子 Va：川本嘉子
ガーシュイン／神津善行 編
ロドリーゴ／神津善行 編
シューベルト
Vc：鈴木秀美
ボッケリーニ
ハイドン

Pf：金子三勇士

リスト
リスト
メンデルスゾーン
モーツァルト
スーザ
アンダソン
J.シュトラウス
モーツァルト
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
上柴はじめ／山形交響楽団 編
岡野貞一／蜂谷深 編
ロッシーニ
アンダソン
J.シュトラウス
アンダソン
プライアー
ベートーヴェン
木島由美子 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
スーザ
J.シュトラウス
ベートーヴェン
ビゼー
ディ・カプア
ヤング
久石譲
岡野貞一／蜂谷深 編
ロッシーニ
アンダソン
J.シュトラウス
ベートーヴェン
ビゼー
ディ・カプア
ヤング
滝廉太郎／山形交響楽団 編
平吉毅州／山形交響楽団 編
ロッシーニ
プライアー
ベートーヴェン

2011/9/1 山形市内小学校合同音楽教室4

山形市民会館

佐藤寿一

J.ウィリアムズ／木島由美子 編
木島由美子 編
R.ロジャーズ／木島由美子 編
山形大学教育学部音楽科
J.シュトラウス I

2011/9/1 山形市内小学校合同音楽教室5
2011/9/2 山形市内小学校合同音楽教室6
2011/9/2 山形市内小学校合同音楽教室7

交響詩「フィンランディア」 作品26
音楽物語「傷ついた渡り鳥」
カマンの夕日
山が好き海が好き
ラプソディ・イン・ブルー
歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のいとしいお父さん」
ふたりの天使
交響詩「パリのアメリカ人」
恋のアランフェス
交響曲 第1番 ニ長調 D.82
チェロ協奏曲 第7番 ト長調 G.480
交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」
交響詩「ハムレット」
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
美中の美
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
踊る子猫
ポルカ「狩りにて」 作品373
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
青い空に絵を描こう
ふるさと
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
プリンク，プランク，プルンク
ポルカ「観光列車」 作品281
楽器の勉強
踊る子猫
口笛吹きと犬
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
星条旗よ永遠なれ
楽器の勉強
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
ふるさと
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
ポルカ「観光列車」 作品281
楽器の勉強
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
荒城の月
気球に乗ってどこまでも
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
リズムの勉強
口笛吹きと犬
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ハリーポッター・ハイライト～「プロローグ」「ハリーの不思議な世界」「クィディッチ・マーチ」「ヘド
ウィグのテーマ」
こどもの歌メドレー～「アイアイ」「森のくまさん」「きらきらぼし」
「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」
山形市民歌
ラデツキー行進曲 作品228

以下2011/9/1と同じ
以下2011/9/1と同じ
以下2011/9/1と同じ
ロッシーニ
メンデルスゾーン

2011/9/5 夏井小学校

同校体育館

工藤俊幸

2011/9/6 入遠野小学校

入遠野中学校体育館

以下2011/9/5と同じ

シベリウス
木島由美子 編
栃木県民謡／山形交響楽団 編
久石譲／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I

歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
楽器の勉強
交響詩「フィンランディア」 作品26
校歌
八木節
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ラデツキー行進曲 作品228

チャイコフスキー
メンデルスゾーン
2011/9/7 小浜中学校

岩代総合文化ホール

工藤俊幸

2011/9/8 原瀬小学校

同校体育館

以下2011/9/5と同じ

シベリウス
木島由美子 編
栃木県民謡／山形交響楽団 編
久石譲／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
アンダソン

2011/9/9 真室川町内小学校合同音楽教室

真室川町中央公民館

工藤俊幸

2011/9/9 真室川町内中学校合同音楽教室

真室川町中央公民館

工藤俊幸

J.シュトラウス
ハイドン
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
村井邦彦／山形交響楽団 編
岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I
J.シュトラウス
アンダソン
J.シュトラウス
ベートーヴェン
ビゼー
岡野貞一／蜂谷深 編
ロッシーニ
メンデルスゾーン

2011/9/12 下原小学校

同校体育館

工藤俊幸

2011/9/13 戸祭小学校

同校体育館

以下2011/9/12と同じ

シベリウス
久石譲／山形交響楽団 編
木島由美子 編
栃木県民謡／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
メンデルスゾーン

2011/9/14 白河第五小学校

白河市文化センター

工藤俊幸

2011/9/15 飯野小学校
2011/9/16 宮野浦小学校

飯野小学校体育館
同校体育館

以下2011/9/12と同じ
以下2011/9/12と同じ

2011/10/1 第14回 モーツァルト定期演奏会

山形テルサ

飯森範親

シベリウス
久石譲／山形交響楽団 編
福島県民謡／山形交響楽団 編
岡野貞一／蜂谷深 編
木島由美子 編
J.シュトラウス I

合唱：山響アマデウスコア

2011/10/6 栄小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/10/6 庄内町小学校合同音楽教室1

響ホール

佐藤寿一

2011/10/7 庄内町小学校合同音楽教室2

響ホール

佐藤寿一

モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
ロッシーニ
アンダソン
J.シュトラウス
ベートーヴェン
ビゼー
ディ・カプア
ヤング
久石譲／山形交響楽団 編
山形県民謡／村川千秋 編
モーツァルト
タイケ
アンダソン
J.シュトラウス
ベートーヴェン
木島由美子 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
モーツァルト
スーザ
アンダソン
プライアー
ベートーヴェン
木島由美子 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I

歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
楽器の勉強
交響詩「フィンランディア」 作品26
校歌
八木節
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
プリンク，プランク，プルンク
楽器の勉強
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
翼をください
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「こうもり」序曲
プリンク，プランク，プルンク
ポルカ「観光列車」 作品281
アンサンブルの勉強
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ふるさと
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
楽器の勉強
交響詩「フィンランディア」 作品26
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
校歌
八木節
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
楽器の勉強
交響詩「フィンランディア」 作品26
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
会津磐梯山
ふるさと
校歌
ラデツキー行進曲 作品228
交響曲 第8番 ニ長調 K.48
交響曲 第19番 変ホ長調 K.132
ミサ・ソレムニス 「孤児院ミサ」 K.139（47a）
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
ポルカ「観光列車」 作品281
リズムの勉強
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
最上川舟歌
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
行進曲「旧友」
リズムの勉強
踊る子猫
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
星条旗よ永遠なれ
リズムの勉強
シンコペイテッド・クロック
口笛吹きと犬
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
Believe
ラデツキー行進曲 作品228

ミヨー
ヘンデル
2011/10/7 庄内町小学校合同音楽教室3

響ホール

佐藤寿一

2011/10/9 山響応援コンサート

山形テルサ

大井剛史

2011/10/11 金山町小学校合同音楽教室

金山中学校体育館

大井剛史

2011/10/11 金山町中学校合同音楽教室

金山中学校体育館

大井剛史

2011/10/12 舟形町小学校合同音楽教室

舟形中学校体育館

大井剛史

2011/10/12 舟形町中学校合同音楽教室

舟形中学校体育館

大井剛史

2011/10/13 尾花沢市小学校合同音楽教室1

サルナート

大井剛史

2011/10/13 尾花沢市小学校合同音楽教室2

サルナート

以下2011/10/13と同じ

ビゼー
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
木島由美子 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
スッペ
J.シュトラウス
ヴィヴァルディ
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
山形県民謡／村川千秋 編
岡野貞一／蜂谷深 編
ロッシーニ
スーザ
ベートーヴェン
ディ・カプア
ヤング
ビゼー
岡野貞一／蜂谷深 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
グリーグ
スーザ
ドヴォルザーク
ブラームス
ブラームス
モーツァルト
ディ・カプア
ヤング
ビゼー
山形県民謡／村川千秋 編
ロッシーニ
スーザ
アンダソン
プライアー
ベートーヴェン
木島由美子 編
平吉毅州／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
ミヨー
バッハ
ヘンデル
ドヴォルザーク
ブラームス
ブラームス
ベートーヴェン
ビゼー
ロッシーニ
スーザ
モーツァルト
アンダソン
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
山形県民謡／村川千秋 編
村井邦彦／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
J.シュトラウス
タイケ

2011/10/14 袖崎小学校

同校体育館

佐藤寿一

アンダソン
ハイドン
木島由美子 編
山本直純／山形交響楽団 編
岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I

フランス組曲 作品248から 「プロヴァンス」
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
楽器の勉強
カルメン第1組曲より闘牛士の行進
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「軽騎兵」序曲
ポルカ「観光列車」 作品281
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
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
最上川舟歌
ふるさと
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
星条旗よ永遠なれ
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ふるさと
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
星条旗よ永遠なれ
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
指揮者コーナー（ハンガリー舞曲第5番）
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
最上川舟歌
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
星条旗よ永遠なれ
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
プリンク，プランク，プルンク
口笛吹きと犬
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
気球に乗ってどこまでも
ラデツキー行進曲 作品228
フランス組曲 作品248から 「プロヴァンス」
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
指揮者コーナー（ハンガリー舞曲第5番）
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
星条旗よ永遠なれ
楽器の勉強
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
踊る子猫
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
最上川舟歌
翼をください
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「こうもり」序曲
行進曲「旧友」
楽器の勉強
踊る子猫
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
歌えバンバン
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228

ミヨー
グリーグ

2011/10/14 尾花沢市中学校合同音楽教室

サルナート

佐藤寿一

2011/10/17 金山小学校

同校体育館

工藤俊幸

2011/10/18 松陽中学校

同校体育館

工藤俊幸

2011/10/19 常盤小学校

同校体育館

工藤俊幸

2011/10/20
2011/10/21
2011/10/25
2011/10/26
2011/10/27

同校体育館
同校体育館
同校体育館
同校体育館
同校体育館

以下2011/10/19と同じ
以下2011/10/18と同じ
以下2011/10/19と同じ
以下2011/10/18と同じ
以下2011/10/19と同じ

粕壁小学校
逢瀬中学校
両新田小学校
彦糸中学校
金子小学校

ドヴォルザーク
ブラームス
スーザ
ベートーヴェン
ヤング
ビゼー
山形県民謡／村川千秋 編
ロッシーニ
メンデルスゾーン
スーザ
シベリウス
栃木県民謡／山形交響楽団 編
佐藤寿一 編
J.シュトラウス I
チャイコフスキー
メンデルスゾーン
ブラームス
ブラームス
スーザ
シベリウス
佐藤寿一 編
栃木県民謡／山形交響楽団 編
ロッシーニ
メンデルスゾーン
スーザ
シベリウス
佐藤寿一 編
栃木県民謡／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I

ロッシーニ
アンダソン

2011/10/28 東根小学校

2011/10/31

同校体育館

村山特別支援学校・山形盲学校・聾学校合同音楽教
山形聾学校体育館
室

工藤俊幸

ベートーヴェン
ディ・カプア
ヤング
ビゼー
岡野貞一／蜂谷深 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
スッペ
アンダソン

佐藤寿一

タイケ
ハイドン
プライアー
木島由美子 編
J.シュトラウス I
ロッシーニ
アンダソン
プライアー
スーザ
ベートーヴェン
木島由美子 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
スッペ
モーツァルト

2011/11/1 宮内小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/11/2 西山形小学校

同校体育館

佐藤寿一

J.シュトラウス
ハイドン
木島由美子 編
久石譲／山形交響楽団 編
岡野貞一／蜂谷深 編
J.シュトラウス I

フランス組曲 作品248から 「プロヴァンス」
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
楽器の勉強
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
星条旗よ永遠なれ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
最上川舟歌
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
美中の美
交響詩「フィンランディア」 作品26
八木節
金山町民の歌
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
指揮者コーナー（ハンガリー舞曲第5番）
美中の美
交響詩「フィンランディア」 作品26
校歌
八木節
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
美中の美
交響詩「フィンランディア」 作品26
校歌
八木節
ラデツキー行進曲 作品228

歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
リズムの勉強
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
オー・ソレ・ミオ
映画「80日間世界一周」から 「テーマ」
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
ふるさと
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「軽騎兵」序曲
プリンク，プランク，プルンク
楽器の勉強
行進曲「旧友」
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
口笛吹きと犬
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
踊る子猫
口笛吹きと犬
楽器の勉強
美中の美
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
喜歌劇「軽騎兵」序曲
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
楽器の勉強
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ふるさと
ラデツキー行進曲 作品228

スッペ
アンダソン
2011/11/2 相模小学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/11/12 第216回 定期演奏会

山形テルサ

ミハウ・ドヴォジンスキ

2011/11/12 東日本大震災被災者支援プレコンサート
2011/11/13 第216回 定期演奏会

山形テルサ
以下2011/11/12（1）と同じ

Vn：川久保賜紀

J.シュトラウス
ベートーヴェン
木島由美子 編
岡野貞一／蜂谷深 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
ペルト
ハチャトゥリヤン
ニルセン
グリンカ
ロッシーニ
グリーグ

2011/11/16 大船渡中学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/11/21 西川町内小学校合同音楽教室

西川小学校体育館

佐藤寿一

2011/11/21 西川町内中学校合同音楽教室

西川小学校体育館

佐藤寿一

レスピーギ
アンダソン
ビゼー
ドヴォルザーク
R.ロジャーズ／南安雄 編
岡野貞一／蜂谷深 編
ミヨー
バッハ
ヘンデル
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
ビゼー
木島由美子 編
J.シュトラウス I
ミヨー
バッハ
ヘンデル
ブラームス
ブラームス
スーザ
ビゼー
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
J.ウィリアムズ／木島由美子 編
ロッシーニ

2011/11/22 米沢市養護学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/11/24 松山小学校・地見小学校合同音楽教室

松山小学校体育館

佐藤寿一

2011/11/24 飛鳥中学校

同校体育館

佐藤寿一

2011/11/25 鳥海小学校

同校体育館

佐藤寿一

J.シュトラウス
ビゼー
ベートーヴェン
久石譲
久石譲／山形交響楽団 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
ロッシーニ
アンダソン
J.シュトラウス
スーザ
モーツァルト
村川千秋
木島由美子 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I
ミヨー
バッハ
ヘンデル
ブラームス
ブラームス
アンダソン
ビゼー
ドヴォルザーク
J.シュトラウス
モーツァルト
モーツァルト
スーザ
アンダソン
プライアー
ベートーヴェン
村川千秋
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／浜野正 編
久石譲／山形交響楽団 編
J.シュトラウス I

喜歌劇「軽騎兵」序曲
踊る子猫
リズムの勉強
ピツィカート・ポルカ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ふるさと
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
カントゥス（ベンジャミン・ブリテンの追悼）
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
交響曲 第2番 ロ短調 作品16 「4つの気質」
七重奏曲 変ホ長調 第1、4楽章
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
楽器の勉強
リュートのための古い舞曲とアリア 第3集から 「イタリアーナ」
シンコペイテッド・クロック
カルメン第1組曲より闘牛士の行進
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
「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」「ドレミの歌」「すべての山に登
ふるさと
フランス組曲 作品248から 「プロヴァンス」
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
リズムの勉強
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
カルメン第1組曲より闘牛士の行進
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
ラデツキー行進曲 作品228
フランス組曲 作品248から 「プロヴァンス」
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
指揮者コーナー（ハンガリー舞曲第5番）
美中の美
カルメン第1組曲より闘牛士の行進
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ハリーポッター・ハイライト～「プロローグ」「ハリーの不思議な世界」「クィディッチ・マーチ」「ヘド
ウィグのテーマ」
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
楽器の勉強
ポルカ「観光列車」 作品281
カルメン第1組曲より闘牛士の行進
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
トトロファンタジー～映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」「まいご」「となりのトトロ」
Believe
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
シンコペイテッド・クロック
ポルカ「観光列車」 作品281
星条旗よ永遠なれ
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
フランス組曲 作品248から 「プロヴァンス」
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」
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
指揮者コーナー（ハンガリー舞曲第5番）
プリンク，プランク，プルンク
「カルメン」 第1組曲から 「前奏曲」「アラゴネーズ」「アルカラの竜騎兵」「闘牛士の行進」
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
星条旗よ永遠なれ
シンコペイテッド・クロック
口笛吹きと犬
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
音楽なぞなぞ～「うさぎ」「たぬき」「ぞう」
映画「もののけ姫」から 「アシタカせつ記」
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ラデツキー行進曲 作品228

モーツァルト
モーツァルト
プライアー
2011/11/25 亀城小学校

同校体育館

岡野貞一／蜂谷深 編
杉本竜一／山形交響楽団 編
シューベルト／マーラー 編
マーラー
マーラー
マーラー
マーラー
マーラー
マーラー
マーラー

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
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
口笛吹きと犬
楽器の勉強
ポルカ「観光列車」 作品281
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ハリーポッター・ハイライト～「プロローグ」「ハリーの不思議な世界」「クィディッチ・マーチ」「ヘド
ウィグのテーマ」
ふるさと
Believe
死と乙女（弦楽合奏版）
「子どもの魔法の角笛」から 「むだな骨折り」
「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」
「子どもの魔法の角笛」から 「魚に説教するパドヴァの聖アントニウス」
「子どもの魔法の角笛」から 「ラインの伝説」
「子どもの魔法の角笛」から 「塔の中の囚人の歌」
「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」
「最後の7つの歌」から 「死んだ鼓手」

スッペ
ヴェルディ
ベルリオーズ
エロール
レスピーギ
ワーグナー
マーラー

喜歌劇「軽騎兵」序曲
歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
劇的物語「ファウストの劫罰」 作品24から 「ハンガリー行進曲」
歌劇「ザンパ」序曲
リュートのための古い舞曲とアリア 第3集
歌劇「タンホイザー」から 「入場の行進曲」
交響曲 第5番 嬰ハ短調 第4楽章「アダージェット」

ロッシーニ
アンダソン

歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
プリンク，プランク，プルンク
指揮者コーナー（ラデツキー行進曲）
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
口笛吹きと犬
ポルカ「観光列車」 作品281
カルメン第1組曲より闘牛士の行進
ジブリメドレー2009～「人生のメリーゴーランド」「いつも何度でも」「崖の上のポニョ」
交響曲 第14番 イ長調 K.114
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216
交響曲 第18番 ヘ長調 K.130
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー「ラデツキー行進曲」
交響詩「フィンランディア」 作品26
八木節
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
校歌

J.シュトラウス
ベートーヴェン

佐藤寿一

J.ウィリアムズ／木島由美子 編

2011/12/17 第217回 定期演奏会

山形テルサ

飯森範親

2011/12/18 庄内定期演奏会 第14回酒田公演

希望ホール

以下2011/12/17と同じ

2012/1/21 第218回 定期演奏会

山形テルサ

Br：萩原潤

飯森範親
合唱：山響アマデウスコア

2012/1/22 第218回 定期演奏会

2012/1/26 新庄養護学校

以下2012/1/21と同じ

同校体育館

佐藤寿一

2012/2/4 第15回モーツァルト定期演奏会

山形テルサ

飯森範親

2012/2/7 伊達市立堰本小学校

同校体育館

工藤俊幸

2012/2/8 日高市立武蔵台小学校

同校体育館

以下2012/2/7と同じ

Vn：舘野ヤンネ

ハイドン
プライアー
J.シュトラウス
ビゼー
木島由美子 編
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
ロッシーニ
メンデルスゾーン
シベリウス
栃木県民謡／山形交響楽団 編
久石譲／山形交響楽団 編
木島由美子 編
ロッシーニ
スーザ
メンデルスゾーン

2012/2/9 郡山市立湖南小中学校

同校体育館

同校体育館

工藤俊幸

2012/2/15 未来への希望コンサート

七ヶ浜国際村ホール

飯森範親

2012/2/21 三春町立沢石小学校

同校体育館

工藤俊幸

2012/2/22
2012/2/23
2012/2/28
2012/2/29
2012/3/1
2012/3/2

同校体育館
同校体育館
同校体育館
同校体育館
水富小学校 体育館
豊岡小学校 体育館

以下2012/2/21と同じ
以下2012/2/21と同じ
以下2012/2/21と同じ
以下2012/2/21と同じ
以下2012/2/21と同じ
以下2012/2/21と同じ

2012/3/9 庄内定期演奏会 第18回鶴岡公演
2012/3/10 第219回 定期演奏会

ドリーブ
ショーソン
サン＝サーンス
サン＝サーンス

バレエ音楽「コッペリア」から 「前奏曲とマズルカ」「ワルツ」「チャルーダーシュ」
詩曲 作品25
序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28
交響曲 第2番 イ短調 作品55

工藤俊幸

2012/2/10 いわき市立大野中学校

三春町立中郷小学校
宇都宮市立白沢小学校
伊達市立掛田小学校
川越市立福原小学校
狭山市立水富小学校
入間市立豊岡小学校

シベリウス
栃木県民謡／山形交響楽団 編
久石譲／山形交響楽団 編
木島由美子 編

歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
美中の美
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー「ラデツキー行進曲」
交響詩「フィンランディア」 作品26
八木節
美しき湖南讃歌
歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー「ハンガリー舞曲第5番」
美中の美
交響詩「フィンランディア」 作品26
八木節
校歌
創作主題による変奏曲「エニグマ」 作品36から 「ニムロッド」
アレグロ・アパッシオナート 作品70
鳥の歌
ヴォカリーズ 作品34-14
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
指揮者コーナー「ラデツキー行進曲」
交響詩「フィンランディア」 作品26
八木節
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
校歌

鶴岡市文化会館

下野竜也

山形県民会館

以下2012/3/9と同じ

Vc：水野由紀

シベリウス
栃木県民謡／山形交響楽団 編
木島由美子 編
チャイコフスキー
メンデルスゾーン
ブラームス
スーザ
シベリウス
栃木県民謡／山形交響楽団 編
木島由美子 編
エルガー
サン＝サーンス
カザルス
ラフマニノフ
チャイコフスキー
ロッシーニ
メンデルスゾーン

群馬交響楽団
公演日

公演名

2011/4/16 オープニングコンサート

公演会場

指揮者

群馬音楽センター

飯守泰次郎

2011/5/6 音楽教室

榛名文化会館

松元宏康

2011/5/6 音楽教室

以下2011/5/6と同じ

2011/5/12 音楽教室

東吾妻町コンベンションホール

上野正博

2011/5/12
2011/5/13
2011/5/13
2011/5/16

東吾妻町コンベンションホール
東吾妻町コンベンションホール
東吾妻町コンベンションホール
邑楽中学校 体育館

上野正博
以下2011/5/12（2）と同じ
以下2011/5/12（1）と同じ
大井剛史

音楽教室
音楽教室
音楽教室
音楽教室

2011/5/16 音楽教室

邑楽南中学校 体育館

大井剛史

2011/5/21 第472回 定期演奏会

前橋市民文化会館

ユベール・スダーン

ソリスト／共演
Pf：河村尚子

利根沼田文化会館

上野正博

2011/6/15 音楽教室

利根沼田文化会館

以下2011/6/15と同じ

Pf：児玉麻里

桐生市市民文化会館

上野正博

2011/6/16 音楽教室
2011/6/16 音楽教室
2011/6/17 音楽教室

桐生市市民文化会館
桐生市市民文化会館
桐生市市民文化会館

以下2011/6/16と同じ
以下2011/6/16と同じ
以下2011/6/15と同じ

2011/6/25 第473回 定期演奏会

群馬音楽センター

沼尻竜典

A.Sax：須川展也

2011/7/30 第474回 定期演奏会

ベイシア文化ホール（旧 群馬県民会館）

大野和士

Vn：渡辺玲子

2011/7/31 第31回 東毛定期演奏会

新田文化会館

以下2011/7/30と同じ

大泉文化むら

フチーク
イヴソン
モーツァルト
ベートーヴェン
ドリーブ
ブラームス
久石譲／和田薫 編

剣士の入場 作品68
フレール・ジャック
ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a） 第1楽章
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章
バレエ音楽「コッペリア」から 「序奏とマズルカ」「ワルツ」「チャルーダーシュ」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

フチーク
宮川彬良
ベートーヴェン
ドリーブ
ブラームス
モーツァルト
リスト
シューベルト
ロッシーニ
ロッシーニ
モーツァルト
オッフェンバック
チャイコフスキー
ドヴォルザーク
ブラームス
J.シュトラウス

剣士の入場 作品68
オーケストラの森
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章
バレエ音楽「コッペリア」から 「序奏とマズルカ」「ワルツ」「チャルーダーシュ」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
交響曲 第25番 ト短調 K.183（173dB）
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
交響曲 第4番 ハ短調 D.417 「悲劇的」
歌劇「セビーリャの理髪師」序曲
歌劇「セビーリャの理髪師」から 「今の歌声は心に響く」
歌劇「フィガロの結婚」 K.492から 「恋とはどんなものかしら」
歌劇「ホフマン物語」から 「ホフマンの舟歌」
歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ハンガリー舞曲集 第21番 ホ短調
ワルツ「芸術家の生活」 作品316

モーツァルト
シューベルト
スメタナ
リムスキー＝コルサコフ
J.シュトラウス
グリーグ

歌劇「魔笛」序曲 K.620
付随音楽「キプロスの女王ロザムンデ」 D.797から 「バレエ音楽 第2番」
歌劇「売られた花嫁」から 「道化師の踊り」
歌劇「皇帝サルタンの物語」から 「熊ん蜂の飛行」
こうもりカドリーユ 作品363
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46

グラズノフ
ショスタコーヴィチ
西村朗
ブリテン
ブラームス

サクソフォーン協奏曲 変ホ長調 作品109
交響曲 第7番 ハ長調 作品60 「レニングラード」
「桜人」～オーケストラのための～
ヴァイオリン協奏曲 作品15
交響曲 第4番 ホ短調 作品98

モーツァルト
グリーグ
メンデルスゾーン
ファリャ
チャイコフスキー
J.ウィリアムズ
J.ウィリアムズ
J.ウィリアムズ／木島由美子
冬木透
宮川泰
吉俣 良
千住明
ワーグナー
リスト
チャイコフスキー

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
「ペール・ギュント」 第2組曲 作品55から 「ソルヴェイグの歌」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
バレエ音楽「三角帽子」から 「終幕の踊り」
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」「花のワルツ」
映画「E. T.」から 「フライング・テーマ」
映画「スター・ウォーズ」から 「ダースベーダーのテーマ」
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」から 「ヘドウィグの飛行」「ハリーの不思議な世界」
「ウルトラセブン」から 「テーマ」
組曲「宇宙戦艦ヤマト」から 「決戦」
NHK大河ドラマ「篤姫」から 「メインテーマ」
NHK大河ドラマ「風林火山」から 「メインテーマ」
Matherメドレー～「Mather エイトメロディーズ」「Mather2 エイトメロディーズ」「Mather2 スノーマン」
「Mather3 ロゴタイプ」「Mather3 ポーキーのテーマ」「Mather3 愛のテーマ」
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
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
交響曲 第5番 ホ短調 作品64

アンダソン
グリーグ
フォーレ
ヴォーン＝ウィリアムズ
青島広志

舞踏会の美女
4つのノルウェー舞曲 作品35から 第2番
組曲「ドリー」 作品56から 「スペインの踊り」
「グリーンスリーヴズ」による幻想曲
イソップ動物記

以下2011/5/6と同じ

2011/6/16 音楽教室

2011/8/7 夏休みコンサート

曲名
歌劇「タンホイザー」序曲
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
剣士の入場 作品68
トム・トム・フーリー
木管五重奏 第1楽章
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章
バレエ音楽「コッペリア」から 「序奏とマズルカ」「ワルツ」「チャルーダーシュ」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

以下2011/5/6と同じ

MS：長谷川忍
2011/6/15 音楽教室

作曲／編曲
ワーグナー
リスト
ベートーヴェン
フチーク
アベル
ダンツィ
ベートーヴェン
ドリーブ
ブラームス

竹本泰蔵

酒井省吾 編
2011/8/14 2011群響サマーコンサート

みかぼみらい館

M.Turkovic

2011/8/21 夏休みコンサート

ベイシア文化ホール

以下2011/8/7と同じ

2011/8/23 音楽教室

館林文化会館

大井剛史

2011/8/31 音楽教室
2011/8/31 音楽教室

音楽教室
音楽教室

大井剛史
以下2011/8/31と同じ

Pf：神谷郁代

以下2011/6/16と同じ

2011/9/8 音楽教室

館林市文化会館

松元宏康

館林市文化会館

以下2011/9/8と同じ

2011/9/13 高校音楽教室

群馬音楽センター

松村秀明

2011/9/18 第475回 定期演奏会

群馬音楽センター

トヌ・カリュステ

2011/9/8 音楽教室

2011/10/22 第476回 定期演奏会

群馬音楽センター

ガエタノ・デスピノーサ

2011/10/25 音楽教室

中野小学校体育館

松元宏康

2011/10/25 音楽教室

長江小学校体育館

松元宏康

ベイシア文化ホール

末廣誠

Sp：日比野幸 MS：加納悦子
Tn：吉田浩之 Br：U.Joller
Vc：ルイジ・ピオヴァノ

Pf：菊池洋子
2011/11/5 県民の日コンサート

2011/11/26 第477回 定期演奏会

群馬音楽センター

ギュンター・ノイホルト

2011/11/30 音楽教室
2011/11/30 音楽教室

安中市文化センター
以下2011/11/30と同じ

松元宏康

2011/12/10 館林 第9演奏会

館林市文化会館

手塚幸紀

2011/12/20 音楽教室

千代田町民プラザ

大井剛史

2011/12/23 佐野市 第9演奏会

佐野市文化会館

円光寺雅彦

2011/12/25 足利市第９演奏会

足利市民会館

梅田俊明

2012/1/28 第478回 定期演奏会

群馬音楽センター

沼尻竜典

2012/1/29 第32回 東毛定期演奏会

桐生市市民文化会館

以下2012/1/28と同じ

2012/2/18 第479回 定期演奏会

群馬音楽センター

広上淳一

2012/3/17 第480回 定期演奏会

群馬音楽センター

ニコラス・ミルトン

2012/3/20 地方都市オーケストラ・フェスティバル2011

すみだトリフォニーホール

以下2012/3/17と同じ

フチーク
宮川彬良
ベートーヴェン
ドリーブ
ブラームス
リチャード・M.シャーマン＋ロバート・B.
シャーマン／小森昭宏 編

剣士の入場 作品68
オーケストラの森
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章
バレエ音楽「コッペリア」から 「序奏とマズルカ」「ワルツ」「チャルーダーシュ」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調

リスト
ストラヴィンスキー
ベートーヴェン
ペルト
ベートーヴェン

交響詩「前奏曲」
サーカス・ポルカ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
カントゥス（ベンジャミン・ブリテンの追悼）
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

ベートーヴェン

ミサ曲 ハ長調 作品86

ヴェルディ
チャイコフスキー
チャイコフスキー
レスピーギ
フチーク
アベル
ダンツィ
アンダソン
アンダソン
ハイドン
ドリーブ
久石譲／和田薫 編
フチーク
イヴソン
モーツァルト
アンダソン
アンダソン
ハイドン
ドリーブ
久石譲／和田薫 編
モーツァルト
モーツァルト
ビゼー

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
セレナード ハ長調 作品48
交響詩「ローマの噴水」
剣士の入場 作品68
トム・トム・フーリー
木管五重奏 第1楽章
シンコペイテッド・クロック
ブルー･タンゴ
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
バレエ音楽「コッペリア」から 「序奏とマズルカ」「ワルツ」「チャルーダーシュ」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
剣士の入場 作品68
フレール・ジャック
ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a） 第1楽章
シンコペイテッド・クロック
ブルー･タンゴ
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」 第2楽章
バレエ音楽「コッペリア」から 「序奏とマズルカ」「ワルツ」「チャルーダーシュ」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
「アルルの女」 第2組曲

Banda：前橋東高校吹奏楽部、前橋商業
チャイコフスキー
高校吹奏楽部
ワーグナー
Ob：渡辺克也
モーツァルト
ブルックナー
以下2011/8/23と同じ
Sp：秦茂子 MS：金子美香
Tn：成田勝美 Br：多田羅迪夫

Sp：嘉目真木子 MS：清水華澄
Tn：経種廉彦 Br：山下浩司

祝典序曲「1812年」 作品49
楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲と愛の死」
オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314
交響曲 第9番 ニ短調（ベンヤミン＝グンナー・コールス校訂版）

ベートーヴェン

付随音楽「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」

フチーク
イヴソン
モーツァルト
ベートーヴェン
ドリーブ
ブラームス
モーツァルト

剣士の入場 作品68
フレール・ジャック
ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a） 第1楽章
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章
バレエ音楽「コッペリア」から 「序奏とマズルカ」「ワルツ」「チャルーダーシュ」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618

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
Sp：鵜木絵里 MS：富岡明子
ベートーヴェン
Tn：鈴木准 Br：宮本益光
At：竹本節子
合唱：東京音楽大学
マーラー
児童合唱：群馬大学附属小学校合唱部

Sp：中嶋彰子

子どもの世界

尾高惇忠
ハイドン
リムスキー＝コルサコフ
ボロディン
ラヴェル
ベルリオーズ

序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
交響曲 第3番 ニ短調
肖像
交響曲 第102番 変ロ長調
交響組曲「シェエラザード」 作品35
歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
歌曲集「シェエラザード」
幻想交響曲 作品14

ＮＨＫ交響楽団
公演日

公演名

公演会場

2011/4/16 第1697回定期公演 Aプログラム

NHKホール

2011/4/16 ロビーコンサート
2011/4/17 第1697回定期公演 Aプログラム
2011/4/17 ロビーコンサート

NHKホール 2階ロビー
以下2011/4/16と同じ
以下2011/4/16と同じ

2011/4/22 第1698回定期公演 Cプログラム

NHKホール

2011/4/22 ロビーコンサート
2011/4/23 第1698回定期公演 Cプログラム
2011/4/23 ロビーコンサート

以下2011/4/16と同じ
以下2011/4/22と同じ
以下2011/4/16と同じ

2011/4/27 第1699回定期公演 Bプログラム

サントリーホール

2011/4/28 第1699回定期公演 Bプログラム

以下2011/4/27と同じ

指揮者

ソリスト／共演

作曲／編曲
エルガー
ベートーヴェン

交響曲 第1番 変イ長調 作品55
交響曲 第1番 ハ長調 作品21

マーラー
マーラー
マーラー

花の章
さすらう若人の歌
交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン

バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
交響曲 第2番 ニ長調 作品36
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

尾高尚忠
R.シュトラウス

交響曲 第1番 作品35
交響詩「英雄の生涯」 作品40

ウォルトン
エルガー

チェロ協奏曲
交響曲 第3番 ハ短調 作品88（ペイン補筆完成版）

アレクサンドル･ヴェデルニ
Pf：シモン・トルプチェスキ
コフ

グリンカ
チャイコフスキー
ラフマニノフ

歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ピアノ協奏曲 第2番 ト長調 作品44
交響的舞曲 作品45

ウラディーミル・アシュケ
ナージ

R.シュトラウス
ブラームス

メタモルフォーゼン
交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ウラディーミル・アシュケ
ナージ

シベリウス
シベリウス
プロコフィエフ
プロコフィエフ

交響詩「大洋の女神」 作品73
交響曲 第7番 ハ長調 作品105
ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16
組曲「3つのオレンジへの恋」 作品33A

ショスタコーヴィチ
プロコフィエフ
ショスタコーヴィチ

弦楽八重奏のための2つの小品 作品11（弦楽合奏版）
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63
交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」

尾高尚忠
アンリ・デュティユー
西村朗
ベルリオーズ
ベートーヴェン
ラロ

フルート小協奏曲
コレスポンダンス（2002/04）[日本初演]
オーケストラのための｢蘇莫者｣（2009）[第59回｢尾高賞｣受賞作品]
序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
スペイン交響曲 ニ短調 作品21（ヴァイオリン協奏曲 第2番）

ジェイガー
保科洋
リード
グリーグ
ラヴェル
デュカス
ベートーヴェン
ブルッフ
ドヴォルザーク

シンフォニア･ノビリッシマ
風紋（原典版）
エル・カミーノ・レアル
組曲「ホルベアの時代より」 作品40から 「前奏曲」
道化師の朝の歌
交響詩「魔法使いの弟子」
付随音楽「エグモント」序曲 作品84
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ボレロ
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」

ロジャー・ノリントン

ロジャー・ノリントン

Br：ディートリヒ・ヘンシェル

ロジャー・ノリントン
Pf：マルティン・ヘルムヒェン

2011/5/7 第1700回定期公演 Aプログラム

NHKホール

2011/5/8 第1700回定期公演 Aプログラム

以下2011/5/7と同じ

2011/5/13 第1701回定期公演 Cプログラム

NHKホール

2011/5/14 第1701回定期公演 Cプログラム

以下2011/5/13と同じ

2011/5/18 第1702回定期公演 Bプログラム

サントリーホール

2011/5/19 第1702回定期公演 Bプログラム

以下2011/5/18と同じ

2011/5/28 第1703回定期公演 Aプログラム

NHKホール

2011/5/29 第1703回定期公演 Aプログラム

以下2011/5/28と同じ

2011/6/3 第1704回定期公演 Cプログラム

NHKホール

2011/6/4 第1704回定期公演 Cプログラム

以下2011/6/3と同じ

2011/6/8 第1705回定期公演 Bプログラム

サントリーホール

2011/6/9 第1705回定期公演 Bプログラム

以下2011/6/8と同じ

尾高忠明
尾高忠明

Vc：スティーヴン・イッサーリス

Pf：アレクサンダー･ガヴリリュク

ウラディーミル・アシュケ
ナージ

Vn：神尾真由子
Fl：神田寛明
Sp：バーバラ･ハンニガン
舞楽：天王寺楽所 雅亮会

2011/6/28 MusiC Tomorrow 2011

東京オペラシティ コンサートホール

パブロ・ヘラス・カサド

2011/7/15 N響「夏」2011

NHKホール

スザンナ・マルッキ

2011/7/19 第13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

以下2011/7/15と同じ

Vn：樫本大進

2011/8/7 ほっとコンサート2011

NHKホール

現田茂夫

ナビゲーター：本仮屋ユイカ

2011/8/25 NHK交響楽団演奏会 弘前公演

弘前市民会館 大ホール

ジェームズ・ジャッド

Vn：シン･ヒョンス

2011/8/26 NHK交響楽団演奏会 秋田公演

以下2011/8/25と同じ
Pf：辻井伸行

曲名

2011/9/4 N響チャリティコンサート HOPE

NHKホール

外山雄三

2011/9/10 第1706回定期公演 Aプログラム

NHKホール

ヘルベルト・ブロムシュテッ Vn：竹澤恭子
ト

ラヴェル
チャイコフスキー
モーツァルト
シベリウス
ドヴォルザーク

2011/9/11 第1706回定期公演 Aプログラム

以下2011/9/10と同じ

2011/9/16 第1707回定期公演 Cプログラム

NHKホール

ヘルベルト・ブロムシュテッ Pf：レイフ・オヴェ・アンスネス
ト

ラフマニノフ
チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
交響曲 第5番 ホ短調 作品64

2011/9/17 第1707回定期公演 Cプログラム

以下2011/9/16と同じ

2011/9/21 第1708回定期公演 Bプログラム

サントリーホール

ヘルベルト・ブロムシュテッ
ト

シューベルト
ブルックナー

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
交響曲 第7番 ホ長調（ノヴァーク版）

2011/9/22 第1708回定期公演 Bプログラム

以下2011/9/21と同じ

2011/10/6 NHK音楽祭2011

NHKホール

2011/10/7 大阪公演

以下2011/10/6と同じ

2011/10/15 第1709回定期公演 Aプログラム

NHKホール

2011/10/16 第1709回定期公演 Aプログラム

以下2011/10/15と同じ

2011/10/21 第1710回定期公演 Cプログラム

NHKホール

2011/10/22 第1710回定期公演 Cプログラム

以下2011/10/21と同じ

ネヴィル・マリナー

Pf：シプリアン･カツァリス

モーツァルト
モーツァルト
ブラームス

交響曲 第32番 ト長調 K.318
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
交響曲 第1番 ハ短調 作品68

アンドレ・プレヴィン

Sp：中嶋彰子
Br：デーヴィッド・ウィルソン・ジョンソン
合唱：二期会合唱団

ブラームス

ドイツ・レクイエム 作品45

アンドレ・プレヴィン

Pf：児玉桃
オンド・マルトノ：原田節

メシアン

トゥーランガリラ交響曲

2011/10/26 第1711回定期公演 Bプログラム

サントリーホール

2011/10/27 第1711回定期公演 Bプログラム

以下2011/10/26と同じ

2011/10/31 アンドレ・プレヴィンとN響の仲間たち

浜離宮朝日ホール

2011/11/11 第1712回定期公演 Cプログラム

NHKホール

2011/11/12 第1712回定期公演 Cプログラム

以下2011/11/11と同じ

2011/11/16 第1713回定期公演 Bプログラム

サントリーホール

2011/11/17 第1713回定期公演 Bプログラム

以下2011/11/16と同じ

2011/11/26 第1714回定期公演 Aプログラム

NHKホール

2011/11/27 第1714回定期公演 Aプログラム

以下2011/11/26と同じ

2011/12/3 第1715回定期公演 Aプログラム

NHKホール

2011/12/4 第1715回定期公演 Aプログラム

以下2011/12/3と同じ

2011/12/9 第1716回定期公演 Cプログラム

NHKホール

2011/12/10 第1716回定期公演 Cプログラム
2011/12/14 第1717回定期公演 Bプログラム

アンドレ・プレヴィン

以下2011/12/14と同じ

2011/12/22 ベートーヴェン｢第9｣演奏会

NHKホール

2011/12/23 ベートーヴェン｢第9｣演奏会
2011/12/25 ベートーヴェン｢第9｣演奏会

以下2011/12/22と同じ
以下2011/12/22と同じ

ダンツィ
ミヨー
プレヴィン
イベール
マーラー

木管五重奏曲 変ロ長調 作品56-1
組曲｢ルネ王の暖炉｣ 作品205
トリオ（2009）［日本初演］
3つの小品
交響曲 第10番 嬰ヘ短調から 「アダージョ」

マーラー

大地の歌

Vn：セルゲ・ツィンマーマン

ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ベートーヴェン

スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
交響曲 第7番 ニ短調 作品70
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

Sp：ダニエレ・ハルプヴァクス

マーラー
マーラー

5つのリュッケルトの歌（「最後の7つの歌」から）
交響曲 第4番 ト長調

Pf：アンドレ･プレヴィン
Vn：堀正文 Vc：藤森亮一
Fl：神田寛明 OB：青山聖樹
Cl：伊藤圭 Fg：菅原恵子
ワシーリ･シナイスキー

At：クラウディア・マーンケ
Tn：ジョン・トレレーベン

ネーメ･ヤルヴィ

準・メルクル

シャルル・デュトワ

Sp：エリン･ウォール、メラニー・ディー
ナー、天羽明惠
At：イヴォンヌ・ナエフ、スザンネ・シェー
ファー
マーラー
Tn：ジョン･ヴィラーズ Br：青山貴
Bs：ジョナサン・レマル
合唱：東京混声合唱団
児童合唱：NHK東京児童合唱団

シャルル・デュトワ

Vn：リサ・バティアシュヴィリ
青ひげ：バリント・ザボ
ユディット：アンドレア・メラース

シャルル・デュトワ

スタニスラフ・スクロヴァ
チェフスキ

2012/1/13 第1718回定期公演 Cプログラム

NHKホール

2012/1/14 第1718回定期公演 Cプログラム

以下2012/1/13と同じ

2012/1/18 第1719回定期公演 Bプログラム

サントリーホール

2012/1/19 第1719回定期公演 Bプログラム

以下2012/1/18と同じ

2012/1/28 第1720回定期公演 Aプログラム

NHKホール

2012/1/29 第1720回定期公演 Aプログラム

以下2012/1/28と同じ

2012/2/11 第172１回定期公演 Aプログラム

NHKホール

2012/2/12 第172１回定期公演 Aプログラム

以下2012/2/11と同じ

2012/2/17 第1722回定期公演 Cプログラム

NHKホール

2012/2/18 第1722回定期公演 Cプログラム

以下2012/2/17と同じ

2012/2/22 第1723回定期公演 Bプログラム

サントリーホール

2012/2/23 第1723回定期公演 Bプログラム

以下2012/2/22と同じ
アルファあなぶきホール（香川県県民ホー
尾高忠明
ル）
以下2012/2/28と同じ
鳴門市文化会館
高知県立県民文化ホール オレンジホール 以下2012/2/28と同じ

2012/2/29 NHK交響楽団演奏会 鳴門公演
2012/3/1 NHK交響楽団演奏会 高知公演

交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77
組曲「ばらの騎士」 作品59

交響曲 第8番 変ホ長調 「千人の交響曲」

ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

バルトーク

歌劇「青ひげ公の城」 作品11（演奏会形式）

Pf：ニコライ・ルガンスキー

バルトーク
プロコフィエフ
ヒンデミット

管弦楽のための協奏曲
ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
ウェーバーの主題による交響的変容

Sp：安藤赴美子 At：加納悦子
Tn：福井敬 Br：福島明也
合唱：国立音楽大学

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

スメタナ
ドヴォルザーク
ヤナーチェク

交響詩「ヴァレンシュタインの陣営」 作品14
交響曲 第6番 ニ長調 作品60
シンフォニエッタ

以下2011/12/9と同じ
サントリーホール

2011/12/15 第1717回定期公演 Bプログラム

2012/2/28 NHK交響楽団演奏会 高松公演

モーツァルト
ショスタコーヴィチ
R.シュトラウス

Vn：チェ･イェウン

ラドミル・エリシュカ

レナード・スラットキン

Vc：ジャン・ギアン・ケラス

ロッシーニ
ルトスワフスキ
ショスタコーヴィチ

歌劇「泥棒かささぎ」序曲
チェロ協奏曲
交響曲 第10番 ホ短調 作品93

レナード・スラットキン

Vn：ナージャ・サレルノ・ソネンバーグ

ペルト
バーバー
チャイコフスキー

フラトレス（1977/1991改訂）
ヴァイオリン協奏曲 作品14
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」

ベルトラン･ド･ビリー

Vn：イザベル・ファウスト

ドビュッシー
プロコフィエフ
シューベルト

牧神の午後への前奏曲
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19
交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

ジャナンドレア・ノセダ

Pf：デニス・マツーエフ

チャイコフスキー
カゼッラ

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第2番 ハ短調 作品12

ジャナンドレア・ノセダ

Vc：エンリコ・ディンド

ショスタコーヴィチ
ラフマニノフ

チェロ協奏曲 第2番 ト短調 作品126
交響曲 第3番 イ短調 作品44

Pf：小曽根真

ラフマニノフ
ラフマニノフ

パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
交響曲 第2番 ホ短調 作品27

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

2011/5/10 富士市中学校招待コンサート

富士市文化会館ロゼシアター

2011/5/10 富士市中学校招待コンサート

以下2011/5/10と同じ

2011/5/12 室内楽シリーズ2010／第7回

すみだトリフォニーホール

2011/5/14 第13回 新・クラシックへの扉

以下2011/5/13と同じ

2011/5/20 第476回 トリフォニー・シリーズ

すみだトリフォニーホール

2011/5/21 第476回 トリフォニー・シリーズ

以下2011/5/20と同じ
サントリーホール

2011/6/10 第14回 新・クラシックへの扉

すみだトリフォニーホール

2011/6/11
2011/6/17
2011/6/18
2011/6/20
2011/6/21
2011/6/22

以下2011/6/10と同じ
すみだトリフォニーホール
以下2011/6/17と同じ
すみだトリフォニーホール
サントリーホール
以下2011/6/20と同じ

第14回 新・クラシックへの扉
第478回 トリフォニー・シリーズ
第478回 トリフォニー・シリーズ
【震災復興】チャリティーコンサート
特別演奏会
特別演奏会

2011/6/25 第479回 サントリーホール・シリーズ

サントリーホール

2011/7/16 第480回 トリフォニー・シリーズ

すみだトリフォニーホール

2011/7/18 第480回 トリフォニー・シリーズ

以下2011/7/16と同じ

2011/7/21 室内楽シリーズ2010-2011／第8回

ゆうがたクインテット
風のオリヴァストロ
幸せのリズム
オーケストラの森
エリーゼのために
奥様は魔女
サンダーバード
砂山

クライスラー

弦楽四重奏曲 イ短調

ベートーヴェン

ピアノ三重奏曲 第7番 変ロ長調 作品97 「大公」

シューベルト
メンデルスゾーン
モーツァルト

付随音楽「ロザムンデ（魔法の竪琴）」序曲 D.644
交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

ドヴォルザーク

交響的変奏曲 作品78

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

マルティヌー

交響曲 第3番

ヒンデミット
シューマン
クルターグ

葬送音楽
交響曲 第2番 ハ長調 作品61
断章―ヴィオラと管弦楽のための（1954）

ブラームス

運命の歌 作品54

グールド
ドヴォルザーク
アンダーソン
バーンスタイン

シンフォニエッタ 第2番
チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
プリンク，プランク，プルンク
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「シンフォニック・ダンス」

ダニエル・ハーディング

ブルックナー

交響曲 第8番 ハ短調（ノーヴァク版、1890）

ダニエル・ハーディング
以下2011/6/20と同じ

マーラー

交響曲 第5番 嬰ハ短調

エルガー
ベートーヴェン

チェロ協奏曲 ホ短調 作品85
交響曲 第7番 イ長調 作品92

宮川彬良

すみだトリフォニーホール

2011/7/23 第15回 新・クラシックへの扉

以下2011/7/23と同じ

2011/7/28 第481回 サントリーホール・シリーズ

サントリーホール

サマーコンサート
「東京スカイツリー～ヘンデル（オカン）とモーツァル すみだトリフォニーホール
ト（おとん）、と時々ハイドン（オトン）～のある日」

ソリスト／共演

指揮、Pf、司会：宮川彬良

Vn：吉村知子、山崎恵子
Va：木村恵子 Vc：武澤秀平
Vn：山田容子 Vc：川上徹
Pf：町田育弥
ゲルハルト・ボッセ

Vn：白井圭

クリスティアン・アルミンク

Vn：アリッサ・マルグリス
Vc：タチアナ・ヴァシリエヴァ

クリスティアン・アルミンク

キンボー・イシイ＝エトウ

Va：アントワン・タメスティ
合唱：栗友会合唱団
合唱指揮：栗山文昭
Vc：向山佳絵子

ダニエル・ハーディング

Vc：ウェン＝シン・ヤン

クリスティアン・アルミンク

トリスタン：リチャード・デッカー
マルケ王：ビャーニ・トール・クリスティン
ソン
イゾルデ：エヴァ・ヨハンソン
クルヴェナル：石野繁生
ワーグナー
メロート：桝貴志
ブランゲーネ：藤村実穂子
牧童、若い船乗りの声：与儀巧
舵取り：吉川健一
合唱：栗友会合唱団
合唱指揮：栗山文昭
Vn：吉村知子、田村直貴
Va：高橋正人 Vc：山崎泉
Vn：篠原英和 Va：矢浪礼子
Vc：森澤泰 Cb：渡辺玲雄
Pf：出久根美由樹

すみだトリフォニーホール

2011/7/22 第15回 新・クラシックへの扉

2011/7/30

作曲／編曲
宮川彬良
宮川彬良
宮川彬良
宮川彬良
ベートーヴェン／宮川彬良 編
宮川彬良
宮川彬良
宮川彬良

すみだトリフォニーホール 小ホール

2011/5/13 第13回 新・クラシックへの扉

2011/5/26 第477回 サントリーホール・シリーズ

指揮者

クリスティアン・アルミンク

Pf：今川裕代

クリスティアン・アルミンク

Vn：イザベル・ファウスト

大友直人
Pf：萩原麻未
ナレーション：堀江一眞

曲名

楽劇「トリスタンとイゾルデ」

ベートーヴェン

弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131

シューベルト

五重奏曲 イ長調 D.667 「ます」

メンデルスゾーン
モーツァルト
メンデルスゾーン

序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
交響曲 第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

ウォルトン
ブリテン
ヒンデミット
ヘンデル／ハーティ 編
ハイドン
モーツァルト
モーツァルト
ベートーヴェン

ヒンデミットの主題による変奏曲
ヴァイオリン協奏曲 作品15
ウェーバーの主題による交響的変容
組曲「水上の音楽」から 第1曲「アレグロ」
交響曲 第101番 ニ長調 「時計」 第2楽章
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第3楽章
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466 第2楽章
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

ヴェルディ
ヴェルディ
ワーグナー
マスカーニ
プッチーニ
久石譲
久石譲
バートン

歌劇「運命の力」序曲
歌劇「運命の力」から 「神よ，平和を与えたまえ」
楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲と愛の死」
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
歌劇「蝶々夫人」から 「ある晴れた日に」
映画「ハウルの動く城」から 「人生のメリーゴーラウンド」
映画「悪人」から 「Your story」
映画「ボディガード」から 「I will always love you」

ショパン
ドヴォルザーク

ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」

ジョリヴェ

クリスマスのパストラール

デュカス／村松裕子 編

交響詩「魔法使いの弟子」

ブラームス

弦楽四重奏曲 第1番 ハ短調 作品51-1

ブラームス
ブラームス

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

クリスティアン・アルミンク

ワーグナー
ブルックナー

ジークフリートの牧歌
交響曲 第7番 ホ長調（ハース版、1944）

ベートーヴェン
ワーグナー／ヘンク・デ・フリーヘル 編
ベルリオーズ
フランセ
ブラームス
ベートーヴェン
アイヴズ
ショスタコーヴィチ

交響曲 第1番 ハ長調 作品21
「ニーベルングの指環」～オーケストラル・アドヴェンチャー～
序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
クラリネット協奏曲
交響曲 第1番 ハ短調 作品68
序曲「レオノーレ」第3番 作品72b
管弦楽曲集 第1番 「ニューイングランドの3つの場所」
交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」

ジェイコブ

六重奏曲

ブラームス

弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 作品111

バッハ／シェーンベルク 編
シェーンベルク
ブラームス

前奏曲とフーガ 変ホ長調 BWV552
管弦楽のための変奏曲 作品31
交響曲 第1番 ハ短調 作品68

宮川彬良
シフリン／宮川彬良 編
グレイ／宮川彬良 編
不詳／宮川彬良 編
レノン＋マッカートニー／宮川彬良 編
中山晋平／宮川彬良 編
ワイル／宮川彬良 編
宮川泰／宮川彬良 編
宮川彬良 編
宮川彬良
ベートーヴェン、プラド／宮川彬良 編
チャイコフスキー
ストラヴィンスキー

風のオリヴァストロ
スパイ大作戦
サンダーバード
深い河
イエロー･サブマリン
砂山
マック・ザ・ナイフ
恋のバカンス
クレージー・キャッツ・メドレー～「無責任一代男」「ほんだら行進曲」「スーダラ節」
音楽劇「ハムレット」より5つの主題
シンフォニック！マンボNo.5
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）

ドヴォルザーク

ピアノ五重奏曲 イ長調 作品81

ブラームス

弦楽六重奏曲 第1番 変ロ長調 作品18

シューベルト
フランツ・シュミット

交響曲 第3番 ニ長調 D.200
交響曲 第2番 変ホ長調 作品137

バッハ

管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

Sp：中嶋彰子
久石 譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケスト
2011/8/6 ラ
すみだトリフォニーホール
LOVE SONGS

2011/8/7

久石 譲&新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケスト
サントリーホール
ラ

2011/8/12 第16回 新・クラシックへの扉

すみだトリフォニーホール

2011/8/13 第16回 新・クラシックへの扉

以下2011/8/12と同じ

2011/9/1 室内楽シリーズ2011-12／第1回

第17回 新・クラシックへの扉
～金曜午後2時土曜午後2時のコンサート～
第17回 新・クラシックへの扉
2011/9/3
～金曜午後2時土曜午後2時のコンサート～
2011/9/2

2011/9/9 第482回 トリフォニー・シリーズ

久石譲

以下2011/8/6と同じ
小泉和裕

Pf：広瀬悦子

クリスティアン・アルミンク

Fl：荒川洋 Fg：河村幹子
Hrp：篠﨑和子
Cb：竹田勉、渡辺玲雄、城満太郎、村松
裕子
Vn：崔文洙、堀内麻貴
Va：木村恵子 Vc：武澤秀平
Pf：清水和音

すみだトリフォニーホール 小ホール

すみだトリフォニーホール
以下2011/9/2と同じ
すみだトリフォニーホール

2011/9/10 第482回 トリフォニー・シリーズ

以下2011/9/9と同じ

2011/9/15 第483回 サントリーホール・シリーズ

サントリーホール

クリスティアン・アルミンク

2011/9/23 第76回 多摩定期

パルテノン多摩 大ホール

ダグラス・ボストック

サントリーホール

インゴ・メッツマッハー

2011/10/15 第484回 サントリーホール・シリーズ

2011/10/20 室内楽シリーズ2011-12／第2回

すみだトリフォニーホール

2011/10/22 第485回 トリフォニー・シリーズ

以下2011/10/21と同じ

第18回 新・クラシックへの扉
～金曜午後2時土曜午後2時のコンサート～
第18回 新・クラシックへの扉
2011/11/26
～金曜午後2時土曜午後2時のコンサート～
2011/11/25

2011/11/30 室内楽シリーズ2011-2012／第3回

Cl：橋本杏奈

Fl：野口みお Ob：七澤英貴
Cl：澤村康恵 Fg：石川晃
Hr：田中雅樹 Pf：織田祥代
Vn：山田容子、山口幸子
Va：中村美由紀、高橋正人
Vc：川上徹

すみだトリフォニーホール 小ホール

2011/10/21 第485回 トリフォニー・シリーズ

2011/11/6 コンチェルタンテ II

Sp：中嶋彰子

インゴ・メッツマッハー

パルテノン多摩 大ホール

宮川彬良

BoySp：中野太一

すみだトリフォニーホール

ダグラス・ボストック

Vn：渡辺玲子

以下2011/11/25と同じ
Vn：吉村知子、山本のりこ
Va：木村恵子 Vc：矢野晶子
Pf：兼重稔宏
Vn：田村安紗美、稲垣桃子
Va：野村圭子、間瀬容子
Vc：山崎泉、森澤泰

すみだトリフォニーホール 小ホール

2011/12/2 第486回 トリフォニー・シリーズ

すみだトリフォニーホール

2011/12/3 第486回 トリフォニー・シリーズ

以下2011/12/2と同じ

クリスティアン・アルミンク

2011/12/17 第九特別演奏会2011

サントリーホール

ニコライ・アレクセーエフ

2011/12/18 第九特別演奏会2011

すみだトリフォニーホール

以下2011/12/17と同じ

Sp：秦茂子 At：井坂惠
Tn：吉田浩之 Br：大沼徹
合唱：栗友会合唱団
合唱指揮：栗山文昭

構成：新井鴎子

Sax：平原まこと

2011/12/31

コンチェルタンテ・スーパー
超・年越しコンサート2011→2012

すみだトリフォニーホール

宮川彬良
Vo：米良美一
合唱：栗友会合唱団

宮川彬良
シフリン／宮川彬良 編
グレイ／宮川彬良 編
モリコーネ
大中恩
いずみたく／宮川彬良 編
宮川彬良 編
ベートーヴェン、プラド／宮川彬良
宮川彬良
宮川泰
宮川彬良
宮川彬良
宮川彬良
美輪明宏
BLAKE EUBIE他
不詳／宮川彬良 編
宮川彬良
宮川彬良 編

Sax：平原まこと Vo：米良美一

2012/1/20 第487回 トリフォニー・シリーズ
2012/1/21 第487回 トリフォニー・シリーズ

すみだトリフォニーホール
以下2012/1/20と同じ

ダニエル・ハーディング

宮川彬良
J.シュトラウス
J.シュトラウス
プロコフィエフ
J.シュトラウス／ショスタコーヴィチ 編
外山雄三
ドビュッシー／ビュッセル 編
ビゼー
E.Hrn：森明子
モーツァルト
ヨーゼフ・シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
Vc：川上徹、武澤秀平、貝原正三、多田 クレンゲル
麗王、スティーヴン・フィナティ、森澤泰、 カザルス
矢野晶子、山崎泉
カザルス
Hr：藤田麻理絵 Vn：佐々木絵理子
ブラームス
Pf：羽石道代
マーラー

2012/1/27 第488回 サントリーホール・シリーズ

サントリーホール

ダニエル・ハーディング

Pf：ラルス・フォークト

2012/2/10 コンチェルタンテII

横浜みなとみらいホール

以下2011/11/6と同じ

2012/2/20 第489回 サントリーホール・シリーズ

サントリーホール

クリスティアン・アルミンク

2012/1/3

ニューイヤーコンサート2012
『一年の計はお正月にあり』

2012/1/19 室内楽シリーズ2011-2012／第4回

2012/2/23 室内楽シリーズ2011-2012／第5回

すみだトリフォニーホール

すみだトリフォニーホール 小ホール

すみだトリフォニーホール 小ホール

第19回 新・クラシックへの扉
すみだトリフォニーホール
～金曜午後2時土曜午後2時のコンサート～
2012/2/25 第19回新・クラシックへの扉 土曜午後2時のコンサー すみだトリフォニーホール
2012/2/24

2012/3/2 第490回 トリフォニー・シリーズ

すみだトリフォニーホール

2012/3/3 第490回 トリフォニー・シリーズ

以下2012/3/2と同じ

2012/3/14 室内楽シリーズ2011-2012／第6回

2012/3/15 第491回サントリーホール・シリーズ

井上道義

クリスティアン・アルミンク

ホルン三重奏曲 変ホ長調 作品40
交響曲 第9番 ニ長調

チャイコフスキー
ストラヴィンスキー

ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）

モーツァルト
ハイドン

交響曲 第25番 ト短調 K.183（173dB）
十字架上のキリストの最後の7つの言葉

ヴィラ＝ロボス

ショーロ 第4番

イベール

三重奏のための5つの小品

ブラームス

ピアノ五重奏曲 ヘ短調 作品34

グリーグ
シベリウス

ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
交響曲 第2番 ニ長調 作品43

モーツァルト
モーツァルト
ドヴォルザーク

歌劇「魔笛」序曲 K.620
交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」
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

弦楽四重奏曲 第2番 イ短調 作品13

ブラームス

弦楽六重奏曲 第2番 ト長調 作品36

チャイコフスキー
シベリウス
ニールセン

幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
交響曲 第7番 ハ長調 作品105
交響曲 第4番 作品29 「不滅」

以下2012/2/24と同じ
ジャン=クリストフ・スピノジ
Vn：篠原英和、宗田勇司
Va：間瀬容子 Vc：貝原正三
Vn：西江辰郎、竹中勇人
Va：高橋正人、原孝明
Vc：武澤秀平、多田麗王

すみだトリフォニーホール 小ホール

サントリーホール

Tb：箱山芳樹
Hr：井手詩朗、藤田麻理絵、金子典樹
Ob：浅間信慶 Cl：澤村康恵
Fg：坪井隆明
Vn：豊嶋泰嗣、田村直貴
Va：篠崎友美 Vc：弘田徹
Pf：田村響
Pf：高橋礼恵

風のオリヴァストロ
燃えよドラゴン
サンダーバード
映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ
さっちゃん
ファイブ・サックス・コンチェルト（見上げてごらん夜の星を）
シンフォニック！「メリー・ポピンズ」メドレー
シンフォニック！マンボNo.5
手紙
大人の時間だ 酒メドレー～「ゲバゲバ90分」「悲しい酒」「テキーラ」「若いってすばらしい」
明日の朝、神様がいらっしゃるよ
飛び散る火の粉は花吹雪
幸せはすべての人に
ヨイトマケの歌
メモリーズ・オブ・ユー
深い河
シンフォニックパラダイス
ディズニー・シンフォニック・パレード～「ジッパ・ディ・ドゥ・ダー」「口笛を吹いて働こう」「ビビディバビ
ディブー」「リーダーにつづけ」「ヘイ・ディドゥル・ディ・ディ」「ミッキーマウス・マーチ」
マツケン・サンバ II
喜歌劇「こうもり」序曲
ポルカ「クラップフェンの森にて」 作品336
組曲「ワルツ集」 作品110から 第1、2、5、6曲
ポルカ「観光列車」 作品281
管弦楽のためのラプソディ
小組曲
小組曲「子どもの遊び」 作品22から 「舞踏曲」
アダージョ K.580a（イングリッシュ・ホルン独奏版）
ポルカ・マズルカ「とんぼ」 作品204
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ラデツキー行進曲
4本のチェロのための4つの小品 作品33
東方の三賢人
サルダナ

トーマス・ダウスゴー

東京交響楽団
公演日

公演名

公演会場

指揮者

2011/4/16 第588回 定期演奏会

サントリーホール

大友直人

2011/4/17 川崎定期演奏会第30回

テアトロ・ジーリオ・ショウワ

以下2011/4/16と同じ

2011/4/30 こども定期演奏会第37回

サントリーホール

ソリスト／共演
Cl：ポール・メイエ

佐藤麻里亜／藤垣美南
グリーグ
メンデルスゾーン
ジョン・ウィリアムズ
大友直人
ヴィクター・ヤング
ドビュッシー
中田喜直
ヴェルディ
木村綾
グリンカ
ビゼー
ブラームス
ヘルベルト・フォン・ホリヤ
共演：ズーラシアンブラス（金管五重奏） 外山雄三
ン
アンダソン
ドイツ民謡／大塚子龍 編
編曲
アメリカ民謡／石川亮太 編
高橋宏樹 編

2011/5/3 東京交響楽団キッズプログラム

川崎市教育文化会館

2011/5/3 東京交響楽団キッズプログラム

以下2011/5/3と同じ

2011/5/7 東京オペラシティシリーズ 第61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

Vn：クララ・ジュミ・カン

2011/5/14 第589回 定期演奏会

サントリーホール

ユベール・スダーン

Vn：クリスティアン・テツラフ
Pf：アレクサンダー・ロンクィヒ

2011/5/15 川崎定期演奏会第31回

テアトロ・ジーリオ・ショウワ

以下2011/5/14と同じ

2011/6/5 横須賀特別演奏会

横須賀芸術劇場

小林研一郎

2011/6/5 所沢特別演奏会

所沢ミューズアークホール

以下2011/6/5と同じ

サントリーホール

クシシュトフ・ウルバンスキ Vn：諏訪内晶子

2011/6/11 第590回 定期演奏会

Pf：小林亜矢乃

Sp：森麻季 Tn：佐野成宏
2011/6/26 メモリアル・ガラ・コンサート

府中の森芸術劇場

飯守泰次郎

Vn：大谷康子

2011/7/2 こども定期演奏会第38回

2011/7/16 第591回 定期演奏会

曲名
室内交響曲 第1番 ホ長調 作品9
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
ボレロ
こども定期演奏会テーマ曲
「ペールギュント」～「朝」
フィンガルの洞窟
映画「フック」～フック船長のテーマ
映画「80日間世界一周」～アラウンド・ザ・ワールド
「海」第３曲
夏の思い出
「ナブッコ」～いけ、わが想いよ、黄金の翼に乗って
オリジナルファンファーレ
歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
管弦楽のためのラプソディ
踊る子猫
ぶんぶんぶん
どうぶつ民謡メドレー～「七つの子」「アイアイ」「森のくまさん」
オーラ・リー
Enka de ブラスアンサンブル～「いい日旅立ち」「与作」

ラヴェル
ブルッフ
ビゼー
シェーンベルク

バレエ音楽「マ・メール・ロワ」
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
「アルルの女」 第1，2組曲
室内交響曲 第2番 変ホ短調 作品38a

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

ベートーヴェン

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

グリーグ
ベートーヴェン

ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

ルトスワフスキ
シマノフスキ
ショスタコーヴィチ
J.シュトラウス
J.シュトラウス
プッチーニ
プッチーニ
ヴェルディ
ヴェルディ
ヴェルディ
ヴェルディ
ドニゼッティ
レハール
モンティ
サラサーテ
ワーグナー
ワーグナー
佐藤麻里亜／藤垣美南
ブラームス
サン=サーンス
千住明
ドヴォルザーク
レスピーギ
シェーンベルク

小組曲
ヴァイオリン協奏曲 第1番 作品35
交響曲 第10番 ホ短調 作品93
喜歌劇「こうもり」序曲
喜歌劇「こうもり」から 「公爵様，あなたのようなお方は」
歌劇「ラ・ボエーム」から 「私が町を歩くとき」
歌劇「トスカ」から 「星は光りぬ」
歌劇「椿姫」から 「パリを離れて，いとしい人よ」
歌劇「椿姫」から 「花から花へ」
歌劇「椿姫」から 「乾杯の歌」
歌劇「ルイーザ・ミラー」から 「夜が静まったとき」
歌劇「愛の妙薬」から 「人知れぬ涙」
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」
チャールダーシュ
ツィゴイネルワイゼン 作品20
歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲
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
こども定期演奏会テーマ曲
大学祝典序曲 作品80
組曲「動物の謝肉祭」
日本交響詩
序曲「謝肉祭」 作品92
「ローマの松」～終曲
浄められた夜 作品4

サントリーホール

大友直人

Sp：森麻季

サントリーホール

ユベール・スダーン

Vn：ライナー・キュッヒル
Va：西村眞紀

モーツァルト

協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）

モーツァルト
プロコフィエフ
ストラヴィンスキー
ベートーヴェン
ブルッフ

交響曲 第25番 ト短調 K.183（173dB）
交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」
ヴァイオリン協奏曲 ニ調
交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

佐藤麻里亜／藤垣美南
ベルリオーズ
シャミナード
メンデルスゾーン
ショスタコーヴィチ
ブラームス
エルガー

こども定期演奏会テーマ曲
序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
フルートと管弦楽のためのコンチェルティーノ
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 第1楽章
チェロ協奏曲 第1楽章
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
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

2011/8/13 東京オペラシティシリーズ 第62回

東京オペラシティ コンサートホール

飯森範親

Sp：中川恵美理 Tn：井出司

2011/9/3 東京オペラシティシリーズ 第63回

東京オペラシティ コンサートホール

小林研一郎

Vn：大谷康子
Sp：森麻季 MS：坂本朱
Tn：高橋淳 Br：青戸知

2011/9/10 こども定期演奏会第39回

作曲／編曲
シェーンベルク
モーツァルト
ラヴェル

サントリーホール

大友直人

Fl：新村理々愛
Vn：鈴木愛理、服部百音
Vc：横坂源、上野通明

2011/9/17 第592回 定期演奏会

サントリーホール

大友直人

Vc：宮田大

2011/10/7 第593回 定期演奏会

サントリーホール

ジョナサン・ノット

Pf：小菅優

テアトロ・ジーリオ・ショウワ

以下2011/10/7と同じ

東京オペラシティ コンサートホール

大友直人

2011/11/12 東京交響楽団特別演奏会

テアトロ・ジーリオ・ショウワ

ロリン・マゼール

2011/11/15 川崎市民コンサート

川崎市多摩市民館

2011/11/19 第594回 定期演奏会

サントリーホール

ユベール・スダーン

2011/11/26 こども定期演奏会第40回

サントリーホール

大友直人

2011/12/3 第595回 定期演奏会

サントリーホール

ギュンター・ノイホルト

2011/12/4 川崎定期演奏会 第33回

テアトロ・ジーリオ・ショウワ

以下2011/12/3と同じ

2011/10/10 川崎定期演奏会第32回
2011/11/3 東京オペラシティシリーズ 第64回

ホルスト
グリーグ
シベリウス
ベートーヴェン
マーラー
中村八大
合唱：神奈川県立多摩高等学校合唱部 モーツァルト
ヘンデル
杉本竜一
モーツァルト
クライスラー
Vn：大谷康子
アラール
共演：東京交響楽団弦楽アンサンブル モンティ
サラサーテ
チャイコフスキー
Sp：エレナ・ネベラ
シェーンベルク
Sp：森麻季 Br：青山貴
フォーレ
佐藤麻里亜／藤垣美南
J.シュトラウス
メンデルスゾーン
ヴィヴァルディ
Vn：大谷康子
ブラームス
チャイコフスキー
アンダーソン
カッチーニ／吉松隆 編
Pf：舘野泉
ラヴェル
バッハ／シェーンベルク 編
Pf：尾崎有飛
ストラヴィンスキー
Pf：ポーヴァル・ギムセ

Vn：鈴木愛理
2011/12/28 第九と四季

2011/12/29 第九と四季

サントリーホール

秋山和慶

シューマン
ブラームス／シェーンベルク 編
ドビュッシー
シェーンベルク
ラヴェル

Sp：光岡暁恵 MS：清水華澄
Tn：スコット・マカリスター
Br：アッティラ・ユン

チェロ協奏曲 イ短調 作品129
ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25
夜想曲から 「雲」
ピアノ協奏曲 作品42
バレエ音楽「ダフニスとクロエ」
セント・ポール組曲 作品29-2
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
交響曲 第5番 変ホ長調 作品82
交響曲 第1番 ハ長調 作品21
交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
上を向いて歩こう
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618
オラトリオ「メサイア」から 「ハレルヤ」
Believe
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
愛の喜び
「椿姫ファンタジー」から 「乾杯の歌」
チャールダーシュ
ナヴァラ
セレナード ハ長調 作品48 第1楽章
モノドラマ「期待」 作品17
レクイエム 作品48
こども定期演奏会テーマ曲
ワルツ「春の声」 作品410
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
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
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90 第3楽章
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」 第1楽章
そりすべり
アヴェ・マリア
左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調
前奏曲とフーガ
バレエ音楽「ペトルーシュカ」

ヴィヴァルディ
ヴィヴァルディ
スコットランド民謡

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
蛍の光

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

レスピーギ
レスピーギ
レスピーギ
ワーグナー
ベートーヴェン
ドヴォルザーク
J.シュトラウス I
ベートーヴェン
ベートーヴェン
モーツァルト
シェーンベルク

交響詩「ローマの祭り」
交響詩「ローマの噴水」
交響詩「ローマの松」
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
ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ラデツキー行進曲 作品228
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」
交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

ストラヴィンスキー
コルンゴルト
スクリャービン
バッハ
ハイドン

交響詩「ナイチンゲールの歌」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
法悦の詩 作品54（交響曲 第4番）
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調

モーツァルト

ミサ曲 ハ長調 K.317 「戴冠式ミサ」

以下2011/12/28と同じ

2012/1/7 第596回 定期演奏会

サントリーホール

飯森範親

2012/1/8 ニューイヤーコンサート2012

サントリーホール

秋山和慶

Pf：中村紘子

2012/1/14 東京オペラシティシリーズ 第65回

東京オペラシティ コンサートホール

秋山和慶

Vn：セルゲイ・ハチャトゥリアン

2012/2/25 第597回 定期演奏会

サントリーホール

ユベール・スダーン

Vn：パク・ヘユン

2012/2/26 川崎定期演奏会 第34回

テアトロ・ジーリオ・ショウワ

以下2012/2/25と同じ

2012/3/10 第598回 定期演奏会

サントリーホール

秋山和慶

2012/3/24 東京オペラシティシリーズ 第66回

東京オペラシティ コンサートホール

飯森範親

Vn：神尾真由子
Vc：石坂団十郎
Sp：吉原圭子 MS：富岡明子
Tn：児玉和弘 Br：与那城敬

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

2011/4/28 第248回 定期演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

阪哲朗

2011/6/7 第249回 定期演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

飯守泰次郎

ティアラこうとう（江東公会堂）

宮本文昭

東京オペラシティ コンサートホール

鈴木雅明

東京オペラシティ コンサートホール

飯守泰次郎

東京オペラシティ コンサートホール

金聖響

2011/9/22 三ツ橋敬子 特別演奏会

ティアラこうとう（江東公会堂）

三ツ橋敬子

2011/10/1 第26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

2011/10/13 第252回 定期演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

飯守泰次郎

2011/11/11 第253回 定期演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

矢崎彦太郎

2011/11/26 第27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

東京オペラシティ コンサートホール

宮本文昭

東京文化会館

宮本文明

2012/1/18 第255回 定期演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

飯守泰次郎

2012/2/10 第256回 定期演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

矢崎彦太郎

2012/2/25 第28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）

岩村力

2012/3/16 第257回 定期演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

飯守泰次郎

2012/3/20 ひたちなか応援コンサート

ひたちなか市文化会館 大ホール

宮本文昭

ティアラこうとう（江東公会堂）

海老原光

2011/6/11 第25回 ティアラこうとう定期演奏会

2011/7/1 第250回 定期演奏会
2011/7/13

第237回 定期演奏会
※東日本大震災により延期開催

2011/9/8 第251回 定期演奏会

2011/12/7 第254回 定期演奏会
2011/12/28 第九特別演奏会

ソリスト／共演
Vc：遠藤真里

Sp：佐々木典子

Hrp：篠崎和子

Sp：安井陽子 Br：福島明也
Pf：菅野潤
Pf：梅村知世

Sp：澤畑恵美 At：坂本朱
Tn：大槻孝志 Br：河野克典

Pf：フランク・ブラレイ

Vn：渡辺玲子

Vn：松田理奈

2012/3/25

オーケストラの日
東京シティ･フィル スペシャルコンサート

作曲／編曲
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ロッシーニ
久石譲
久石譲
ベートーヴェン
バッハ
バッハ
マーラー
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
R.シュトラウス
R.シュトラウス
R.シュトラウス
ブラームス
ブラームス
ブラームス
オッフェンバック
ドビュッシー
ヘンデル
廣瀬量平
シューベルト
ブラームス
ブラームス
アーン
ドビュッシー
フランク
チャイコフスキー
チャイコフスキー
プロコフィエフ
ストラヴィンスキー

曲名
チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
交響曲 第8番 ト長調 作品88
交響曲 第3番 ニ長調 作品29 「ポーランド」
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
歌劇「泥棒かささぎ」序曲
MKWAJU
DA・MA・SHI・絵
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
幻想曲とフーガ ハ短調 BWV562から 「幻想曲」（オルガン独奏）
オルガン小曲集から 「われら悩みの極みにありて」 BWV641（オルガン独奏）
交響曲 第5番 嬰ハ短調
序曲「コリオラン」 作品62
交響曲 第2番 ニ長調 作品36
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
交響詩「ドン・ファン」 作品20
交響詩「死と変容」 作品24
4つの最後の歌
大学祝典序曲 作品80
ハイドンの主題による変奏曲 作品56a
交響曲 第1番 ハ短調 作品68
喜歌劇「天国と地獄」序曲
神聖な舞曲と世俗的なの舞曲
ハープ協奏曲 変ロ長調 作品4-6
朝のセレナーデ
交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
悲劇的序曲 作品81
ドイツ・レクイエム 作品45
ベアトリス・デステゥの舞踏会
ピアノと管弦楽のための幻想曲
交響曲 ニ短調
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 第1、2、3番（抜粋）
バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

チャイコフスキー
チャイコフスキー
バーバー
ガーシュイン
ストラヴィンスキー
グリーグ
西村朗
ムソルグスキー／ラヴェル 編
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
J.シュトラウス
ベートーヴェン
サラサーテ
マスネ
グリーグ
滝廉太郎
岡野貞一／榊原栄 編
チャイコフスキー
ベートーヴェン
ラヴェル
ビゼー
フォーレ
ドヴォルザーク
村井邦彦／赤堀文雄 編
岡野貞一／榊原栄 編

交響曲 第1番 ト短調 作品13 「冬の日の幻想」
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
管弦楽のためのエッセイ 第2番 作品17
ピアノ協奏曲 ヘ調
バレエ音楽「ペトルーシュカ」（1947年版）
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46
光と影の旋律
組曲「展覧会の絵」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」
祝典序曲「1812年」 作品49（合唱付き）
雷鳴と稲妻 作品324
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
ツィゴイネルワイゼン 作品20
歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
組曲「ホルベアの時代より」 作品40から 「前奏曲」
花
ふるさと
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「小序曲」「行進曲」「トレパーク」「花のワルツ」
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
バレエ音楽「マ・メール・ロワ」から 「眠れる森の美女のバヴァーヌ」
小組曲「子どもの遊び」 作品22から 「行進曲」「こま」「ギャロップ」
組曲「ドリー」から 「子守歌」「ミ・ア・ウ」「キティ・ワルツ」「スペイン風ステップ」
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
翼をください
ふるさと

東京都交響楽団
公演日

公演名

2011/4/14 第714回 定期演奏会

サントリーホール

指揮者
モーシェ・アツモン

2011/4/15 第715回定期演奏会

東京文化会館

以下2011/4/14と同じ

都響メンバーによる室内楽トークコンサート Vol.7
2011/4/17
《弦楽八重奏》

2011/4/24 プロムナードコンサートNo.343

公演会場

東京文化会館

ソリスト／共演
Vn：竹澤恭子

弦楽三重奏曲 第1番 変ロ長調 D.471
弦楽六重奏曲 ニ短調 作品70 「フィレンツェの思い出」

プロコフィエフ
ブルックナー
メンデルスゾーン
ドヴォルザーク
メンデルスゾーン
ブラームス
オルウィン
シベリウス
リスト
リスト
シューベルト
モーツァルト
シューマン
ブラームス
ベルク
ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63
交響曲 第2番 ハ短調（ノヴァーク版）
序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
交響曲 第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」
ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83
秋の伝説
交響曲 第7番 ハ長調 作品105
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
ファウスト交響曲
交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
協奏交響曲 変ホ長調 K.364（320d）
交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
ハイドンの主題による変奏曲 作品56a
ヴァイオリン協奏曲（ある天使の思い出）
交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ハイドン
F.フェレンツ
F.フェレンツ
F.フェレンツ
F.フェレンツ
F.フェレンツ
フランセ
ニールセン
ワーグナー
リスト
すぎやまこういち
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト

すぎやまこういち
すぎやまこういち
メンデルスゾーン
メンデルスゾーン
ブラームス
プロコフィエフ
チャイコフスキー
プロコフィエフ

ディヴェルティメント 変ロ長調
17世紀の古風なハンガリー舞曲集 第1曲「イントラーダ（前奏）」
17世紀の古風なハンガリー舞曲集 第2曲「ラッシュー（緩やかな踊り）」
17世紀の古風なハンガリー舞曲集 第3曲「ラポツカーシュ（肩の踊り）」
17世紀の古風なハンガリー舞曲集 第4曲「コレア（舞踏歌）」
17世紀の古風なハンガリー舞曲集 第5曲「ウグローシュ（飛び跳ねる踊り）」
木管五重奏曲 第1番
木管五重奏曲 作品43
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
交響詩「前奏曲」
都響・オーケストラクエスト
ポルカ「観光列車」 作品281
ワルツ「南国のばら」 作品388
ピツィカート・ポルカ
トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
雷鳴と稲妻 作品324
交響曲 第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」
ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191（186e）
交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
交響組曲「ドラゴンクエスト III ～そして伝説へ…」～「ロトのテーマ」「まどろみの中で」「王宮のロン
ド」「世界をまわる（村～ジパング～街～ピラミッド）」「ローリング・ダイス」「冒険の旅」「戦いのとき」
「ダンジョン」「回想」「鎮魂歌」「海を越えて」「おおぞらをとぶ」「ゾーマの城」「戦闘のテーマ」「そして
ドラゴンクエストⅠ「フィナーレ」
ドラゴンクエストⅨ「星空の守人」より序曲
序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
交響曲 第1番 ハ短調 作品68
歌劇「戦争と平和」序曲 作品91
ピアノ協奏曲 第2番 ト長調 作品44
交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

グリンカ
ロドリーゴ
スクリャービン
ブラームス
レスピーギ
レスピーギ
レスピーギ
レスピーギ

スペイン序曲 第1番 「ホタ・アラゴネーサ」
アランフェス協奏曲
交響曲 第2番 ハ短調 作品29
ドイツ・レクイエム 作品45
歌劇「ベルファゴール」序曲
交響詩「ローマの噴水」
トッカータ
交響詩「ローマの松」

ハンヌ・リントゥ

東京オペラシティ コンサートホール

下野竜也

2011/5/11 第716回 定期演奏会

サントリーホール

エリアフ・インバル

2011/5/13 都響スペシャル

サントリーホール

以下2011/5/11と同じ

2011/5/18 第717回 定期演奏会

東京文化会館

エリアフ・インバル

Vn：ブラッハ・マルキン

サントリーホール

ジョセフ･ウォルフ

Vc：フランシス・グトン

2011/6/15 第718回 定期演奏会

サントリーホール

ジョセフ･ウォルフ

Pf：若林顕
E-hrn：南方総子

2011/6/20 第719回 定期演奏会

東京文化会館

小泉和裕

Pf：マルクス･グロー
Tn：福井敬

2011/7/10 プロムナードコンサートNo.345

サントリーホール

小泉和裕

Vｎ：四方恭子 Vａ：鈴木学

2011/7/17 都響スペシャル

サントリーホール

アラン･ギルバート

Vｎ：フランク･ペーター・ツィンマーマン

2011/7/18 都響スペシャル

サントリーホール

以下2011/7/17と同じ

「作曲家の肖像」シリーズVol.82
＜リムスキー＝コルサコフ＞

2011/6/4 プロムナードコンサートNo.344

2011/7/24

都響メンバーによる室内楽トークコンサート Vol.8
《木管五重奏》

2011/7/31 第13回都響とティーンズのためのジョイントコンサート 東京文化会館

2011/9/4

「作曲家の肖像」シリーズVol.83
＜モーツァルト＞

Fl：柳原佑介 Ob：南方総子
Cl：糸井裕美子 Fg：山田知史
Hr：岸上穣

東京文化会館

現田茂夫

東京オペラシティ コンサートホール

ミラン・トゥルコヴィッチ

札幌コンサートホールKitara大ホール

すぎやまこういち

Fg：岡本正之

すぎやまこういち
2011/9/17 ドラゴンクエストの世界

2011/9/18 札幌特別公演

札幌コンサートホールKitara大ホール

レオシュ・スワロフスキー

Vn：松田理奈

2011/9/26 第720回 定期演奏会

東京文化会館

マーティン・ブラビンス

Pf：上原彩子

2011/9/27 第721回 定期演奏会

サントリーホール

以下2011/9/26と同じ

2011/10/17 第722回 定期演奏会

東京文化会館

アラン・ブリバエフ

Gt：村治佳織

2011/10/25 第723回 定期演奏会

サントリーホール

小泉和裕

Sp：佐々木典子 Br：萩原潤

東京オペラシティ コンサートホール

ロッセン・ゲルゴフ

2011/10/29

「作曲家の肖像」シリーズVol.84
＜レスピーギ＞

曲名
ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品61
交響曲 第2番 ニ長調 作品73

Vn：双紙正哉、渡邉ゆづき、山本翔平、 シューベルト
篠原智子
チャイコフスキー
Va：小林明子、村田恵子
メンデルスゾーン
Vc：江口心一、柳瀬順平
シベリウス
Vn：豊嶋泰嗣
コルンゴルト
シベリウス
シベリウス
リムスキー＝コルサコフ
Pf：小川典子
リムスキー＝コルサコフ
リムスキー＝コルサコフ
リムスキー＝コルサコフ
シューベルト
R.シュトラウス

サントリーホール

2011/4/30

作曲／編曲
エルガー
ブラームス

Pf：野原みどり

弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20
交響詩「タピオラ」 作品112
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第5番 変ホ長調 作品82
交響詩「フィンランディア」 作品26
交響曲 第2番 嬰ヘ短調 作品9 「アンタール」
ピアノ協奏曲 嬰ハ短調 作品30
スペイン奇想曲 作品34
ロシアの復活祭序曲「輝かしい日曜日」 作品36
交響曲 第5番 変ロ長調 D.485
交響詩「英雄の生涯」 作品40

2011/11/10 第724回 定期演奏会

サントリーホール

ヴォルフガング・ボージチ

2011/11/11 第725回 定期演奏会

東京文化会館

以下2011/11/10と同じ

2011/11/26

都響メンバーによる室内楽トークコンサート Vol.9
《ピアノ四重奏》

2011/12/7 都響スペシャル

東京文化会館

Pf：フレディ・ケンプ

モーツァルト
R.シュトラウス

ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
家庭交響曲 作品53

Pf：青柳晋 Vn：渡邉ゆづき
Va：樋口雅世 Vc：古川展生

モーツァルト
ベートーヴェン
ブラームス

ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 K.478
セレナード ニ長調 作品8
ピアノ四重奏曲 第3番 ハ短調 作品60

ドヴォルザーク

スターバト・マーテル 作品58

ショスタコーヴィチ
ショスタコーヴィチ

チェロ協奏曲 第2番 ト短調 作品126
交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」

ショスタコーヴィチ
ショスタコーヴィチ
ブラームス

ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77
交響曲 第12番 ニ短調 作品112 「1917年」
アルト・ラプソディ 作品53

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

Sp：シモナ・シャトゥロヴァー
At：ヤナ・ヴァリンゲロヴァー
Tn：トマシュ・ユハース
Bs：ぺテル・ミクラーシュ
Vc：ガブリエル・リプキン

サントリーホール

ヤクブ・フルシャ

2011/12/12 第726回 定期演奏会 Aシリーズ

東京文化会館

エリアフ・インバル

2011/12/14 都響スペシャル

東京オペラシティ コンサートホール

以下2011/12/12と同じ

2011/12/20 第727回 定期演奏会 Bシリーズ

サントリーホール

エリアフ・インバル

Vn：ジュリアン・ラクリン

2011/12/24 都響スペシャル「第九」

東京文化会館

大野和士

独唱：小山由美
Sp：天羽明惠 MS：小山由美
Tn：市原多朗 Br：堀内康雄

2011/12/25 都響スペシャル「第九」
2011/12/26 都響スペシャル「第九」

以下2011/12/24と同じ
サントリーホール

以下2011/12/24と同じ

2012/1/17 第728回 定期演奏会 Aシリーズ

東京文化会館

高関健

2012/1/24 第729回 定期演奏会 Bシリーズ

サントリーホール

野平一郎、杉山洋一

2012/1/28 プロムナードコンサートNo.346

サントリーホール

山田和樹
イラン・ヴォルコフ

2012/2/11

「作曲家の肖像」シリーズVol.85
＜ラフマニノフ＞

東京オペラシティ コンサートホール

2012/2/12

都響メンバーによる室内楽トークコンサート Vol.10
《チェロアンサンブル》

東京文化会館 小ホール

2012/2/18 プロムナードコンサートNo.347

サントリーホール

イラン・ヴォルコフ

2012/2/25 第28回障害者のためのふれあいコンサート

東京文化会館

梅田俊明

2012/3/6

都響・調布シリーズNo.13
「ベスト・オブ・ベートーヴェン」

調布市グリーンホール

宮本文昭

2012/3/17

「作曲家の肖像」シリーズVol.86
＜ドヴォルザーク＞

東京オペラシティ コンサートホール

エリアフ・インバル

2012/3/23 第730回 定期演奏会 Aシリーズ

東京文化会館

エリアフ・インバル

2012/3/29 第731回 定期演奏会

サントリーホール

エリアフ・インバル

2012/3/30 都響スペシャル

以下2012/3/29と同じ

北爪道夫
北爪道夫
リゲティ
Pf：岡田博美
リゲティ
野平一郎
Vc：堤剛
野平一郎
ブーレーズ
チャイコフスキー
Tp：マティアス・ヘフス
アルチュニアン
ラフマニノフ
ラフマニノフ
Pf：アンナ・マリコヴァ
ラフマニノフ
ラフマニノフ
モーツァルト
ポッパー
Vc：田中雅弘、古川展生、平田昌平、松 フランセ
岡陽平、江口心一、清水詩織、高橋純 ヴィヴァルディ／古川展生 編
バッハ
子、長谷部一郎、森山涼介、柳瀬順平
アルビノーニ（伝）／ジャゾット
バッハ
バッハ
武満徹
Pf：清水和音
シューマン
ブラームス
グリンカ
アンダーソン
アンダーソン
外山雄三
ドヴォルザーク
ブラームス
ベートーヴェン
Pf：小山実稚恵
ベートーヴェン
ベートーヴェン
Pf：クン＝ウー・パイク
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
Vc：宮田大
チャイコフスキー
ショスタコーヴィチ
MS：イリス・フェルミリオン
マーラー
MS：イリス・フェルミリオン
マーラー
Tn：ロバート・ギャンビル
Cl：三界秀実

地の風景
クラリネット協奏曲
ロンターノ
ピアノ協奏曲
オーケストラのためのトリプティーク
チェロとオーケストラのための響きの連鎖
エクラ／ミュルティプル（2002年改訂版）［日本初演］
歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
トランペット協奏曲
交響曲 第2番 ホ短調 作品27
幻想曲「岩」 作品7
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
交響的舞曲 作品45
ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a）
組曲から 「レクイエム」「ポロネーズ」
「チェロ学校」から 「終曲」
チェロ協奏曲 ホ短調 RV.409
ブランデンブルグ協奏曲 第6番 変ロ長調 BWV1051
アダージョ
シャコンヌ
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ハロー・スロー・ザ・ウィンド
ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90
歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
トランペット吹きの休日
プリンク，プランク，プルンク
管弦楽のためのラプソディ
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
付随音楽「エグモント」序曲 作品84
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第7番 イ長調 作品92
ピアノ協奏曲 ト短調 作品33
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
交響曲 第4番 ハ短調 作品43
亡き子をしのぶ歌
大地の歌

東京ニューシティ管弦楽団
公演日

公演名

2011/5/14 第74回 定期演奏会

公演会場

指揮者

ソリスト／共演

東京文化会館 大ホール

内藤彰

紀尾井ホール

ニコス・ツォフロス

Pf：谷川かつら

2011/6/24 第75回 定期演奏会

東京文化会館 大ホール

カルロス・ミゲル・プリエト

Pf：アンナ・フェドロヴァ

2011/7/15 第76回 定期演奏会 シリーズB

東京文化会館 大ホール

ペテル・フェラネッツ

Pf：小山実稚恵

坂戸市文化会館

井田勝大

Vo：はいだ しょうこ、中西 圭三

練馬文化センター
八潮市民文化会館
杉並公会堂
松戸・森のホール21
千葉市民会館
ベイシア文化ホール
ハーモニーホール座間
オリンパスホール八王子

以下2011/8/4と同じ
以下2011/8/4と同じ
以下2011/8/4と同じ
以下2011/8/4と同じ
以下2011/8/4と同じ
以下2011/8/4と同じ
以下2011/8/4と同じ
以下2011/8/4と同じ

東京文化会館

内藤彰、曽我大介

取手市民会館

青島広志

2011/6/3

カジュアル・クラシックシリーズ
第1回 「ヨーロッパ名曲紀行」

2011/8/4 はいだしょうこファミリーコンサート

2011/8/6
2011/8/7
2011/8/11
2011/8/13
2011/8/14
2011/8/18
2011/8/25
2011/8/28

はいだしょうこファミリーコンサート
はいだしょうこファミリーコンサート
はいだしょうこファミリーコンサート
はいだしょうこファミリーコンサート
はいだしょうこファミリーコンサート
はいだしょうこファミリーコンサート
はいだしょうこファミリーコンサート
はいだしょうこファミリーコンサート

2011/9/5 第77回 定期演奏会

2011/10/9 青島広志の音楽の時間ですよ

Tn：小野勉

2011/10/10 青島広志の音楽の時間ですよ
2011/10/20 青島広志の音楽の時間ですよ
2011/11/2 青島広志の音楽の時間ですよ
2011/11/3 第78回 定期演奏会

坂戸市文化会館
新宿文化センター 大ホール
練馬文化センター
紀尾井ホール

作曲／編曲
スメタナ
西村朗
ドヴォルザーク
モーツァルト
ショパン
チャイコフスキー
モンカージョ
ラフマニノフ
ベルリオーズ
グリンカ
チャイコフスキー
ショスタコーヴィチ
服部信義
宇野誠一郎
福田和禾子
坂田修
坂田修
坂田修／池毅 編
中西圭三
中西圭三／小西貴雄 編
中西 圭三、宮本貴奈
海沼実
岡野貞一
メンケン
久石譲
久石譲

曲名
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
「樹海」 二十弦筝とオーケストラのための協奏曲
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
セレナード ハ長調 作品48
ウアパンゴ
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
幻想交響曲 作品14
歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第11番 ト短調 作品103 「1905年」
おもちゃのちゃちゃちゃ
アイアイ
バナナのおやこ
公園にいきましょう
たんぽぽ団に入ろう
ありがとうの花
ぼよよん行進曲
まんまるスマイル
地球のララバイ
みかんの花咲く丘
ふるさと
映画「アラジン」から 「ホール・ニュー・ワールド」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

佐藤絵理
ブルックナー
ベートーヴェン
スメタナ
J.シュトラウス
バッハ
ロッシーニ
マスカーニ
モーツァルト
モーツァルト
ヘンデル
ドニゼッティ
プッチーニ
ビゼー

「瑠璃船」～オーケストラのために～
交響曲 第8番 ハ短調
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
歌劇「ウィリアム・テル」序曲
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527から 「恋人をなぐさめて」
歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
歌劇「連隊の娘」から 「友よ，今日は楽しい日」
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
「カルメン」 第1組曲から 「アラゴネーズ」「闘牛士の行進」

C.P.E.バッハ
バッハ
コレッリ
モーツァルト
エネスコ
エネスコ
ドヴォルザーク
リスト
モーツァルト
モーツァルト
J.シュトラウス
イヴァノヴィチ
J.シュトラウス
シュトラウス、ヨハン
J.シュトラウス I
山田和男
マーラー

3つのシンフォニアから 変ホ長調 Wq.179
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068
合奏協奏曲 ト短調 作品6-8 「クリスマス」
交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」
ルーマニア狂詩曲 第1番 イ長調 作品11-1
ルーマニア狂詩曲 第2番 ニ長調 作品11-2
マズルカ ホ短調 作品49
ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
3つのドイツ舞曲 K.605
交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」 第3楽章
喜歌劇「ジプシー男爵」 作品417から ポルカ「花嫁探し」
ワルツ「ドナウ川のさざ波」
ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
ワルツ「ヴァラキアからの調べ」 作品50
ラデツキー行進曲 作品228
おほむたから
交響曲 第5番 嬰ハ短調

以下2011/10/9と同じ
以下2011/10/9と同じ
以下2011/10/9と同じ
寺神戸亮

Vn：石上真由子
2012/1/7 第79回 定期演奏会

北とぴあ

曽我 大介

2012/2/3 第80回 定期演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

内藤彰

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

2011/4/15 第800回サントリー定期シリーズ

サントリーホール

尾高忠明

Vc：堤剛

2011/4/17 第48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

Sp&ナビゲーター：三宅理恵

2011/4/21 第61回 東京オペラシティ定期シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

ダン・エッティンガー

Vn：川久保賜紀

2011/4/24 第801回 オーチャード定期演奏会

Bunkamuraオーチャードホール

ダン・エッティンガー

Pf：清水和音

2011/5/12 第62回 東京オペラシティ定期シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

飯守泰次郎

Vc：長谷川陽子

2011/5/15 第802回 オーチャード定期演奏会

Bunkamuraオーチャードホール

飯守泰次郎

Pf：田村響

2011/6/24 第803回 サントリー定期シリーズ

サントリーホール

三ツ橋敬子

Pf：横山幸雄

2011/6/26 第804回 オーチャード定期演奏会

Bunkamuraオーチャードホール

三ツ橋敬子

Pf：中村紘子

2011/6/30 第63回 東京オペラシティ定期シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

川瀬 賢太郎

Vn：前橋汀子

2011/7/5 第805回 サントリー定期シリーズ

サントリーホール

大植英次

Pf：小曽根真

2011/7/6 第64回 東京オペラシティ定期シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

以下2011/7/5と同じ

2011/7/10 第49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

川瀬賢太郎

2011/7/21 第65回 東京オペラシティ定期シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

上岡敏之

2011/7/22 第806回 サントリー定期シリーズ

サントリーホール

以下2011/7/21と同じ

2011/8/6 こども音・楽・館2011

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

2011/8/6 こども音・楽・館2011

以下2011/8/6と同じ

Sp&ナビゲーター：澤畑恵美

2011/10/16 第50回 午後のコンサート

サントリーホール

渡邊一正

東京オペラシティ コンサートホール

大町陽一郎

曲名
管弦楽のための協奏曲
オリオンとプレアデス
交響曲 第2番 ニ長調 作品43
舞踏への勧誘 変ニ長調 作品65
管弦楽組曲 第2番 ロ短調 BWV1067から 「ポロネーズ」「メヌエット」「バディネリ」
組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
ワルツ「春の声」 作品410
歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
｢キャンディード｣序曲
｢キャンディード｣から 「着飾って，きらびやかに」
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「シンフォニック・ダンス」
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1～4番（四季）
交響曲 第40番 ト短調 K.550
ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
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
チェロ協奏曲
交響曲 第8番 ト長調 作品88
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
ピアノ協奏曲
交響曲 第8番 ト長調 作品88
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
3つの映画音楽
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」
管弦楽のための舞踊組曲
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595
交響曲 第1番 ハ短調 作品68

ホルスト
中田喜直
編曲
アイルランド民謡
下総皖一
外山雄三
ヴェルディ
プッチーニ
プッチーニ
レスピーギ
シューベルト
シューベルト

組曲「惑星」 作品32から 「木星」
夏の思い出
夏の愛唱歌メドレー～「うみ」「茶摘み」「浜辺の歌」「夏は来ぬ」「われは海の子」
庭の千草
たなばたさま
管弦楽のためのラプソディ
歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲
交響的前奏曲 イ長調
歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のいとしいお父さん」
交響詩「ローマの松」
交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

特別ゲスト・進行役：大橋のぞみ
アナリーゼ･進行役：ドクトル中川
Sp：大隅智佳子 At：清水華澄
Tn：高田正人 Br：浅井隆仁
ベートーヴェン
合唱：東京オペラシンガーズ
児童合唱：東京少年少女合唱隊（児童
合唱指導：長谷川久恵）、岩手大学教
育学部附属小学校合唱部
構成・演出：宇井孝司
お話：黒柳徹子
Pf：仲道郁代

2011/8/15 ハートフル コンサート2011

作曲／編曲
三善晃
武満徹
シベリウス
ウェーバー
バッハ
ハチャトゥリヤン
J.シュトラウス
ボロディン
バーンスタイン
バーンスタイン
バーンスタイン
ヴィヴァルディ
モーツァルト
ラフマニノフ
チャイコフスキー
ワーグナー
矢代秋雄
ドヴォルザーク
ワーグナー
矢代秋雄
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
武満徹
チャイコフスキー
ショスタコーヴィチ
小倉朗
モーツァルト
ブラームス

ツィター：河野直人

林光
リスト
ヴェルディ
ベルリオーズ
ワーグナー
ロベルト･シュトルツ
J.シュトラウス
J.シュトラウス
アントン・カラス
ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」 第4楽章

セロ弾きのゴーシュ
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
歌劇「運命の力」序曲
劇的物語「ファウストの劫罰」 作品24から 「ハンガリー行進曲」
歌劇「タンホイザー」序曲
行進曲「ウィーンからようこそ」
ワルツ「酒，女，歌」 作品333
ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
映画「第三の男」から 「ハリー・ライムのテーマ」「カフェ･モーツァルト･ワルツ」
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

合唱：東京オペラシンガーズ（合唱指
揮：宮松重紀）

2011/11/18 第807回 サントリー定期シリーズ

サントリーホール

ダン・エッティンガー

2011/12/17 『第九』特別演奏会

所沢ミューズ

佐渡裕

2011/12/18
2011/12/20
2011/12/22
2011/12/23
2011/12/24

サントリーホール
東京文化会館
東京オペラシティ コンサートホール
すみだトリフォニーホール
横浜みなとみらいホール

以下2011/12/17と同じ
以下2011/12/17と同じ
以下2011/12/17と同じ
以下2011/12/17と同じ
以下2011/12/17と同じ

『第九』特別演奏会
『第九』特別演奏会
『第九』特別演奏会
『第九』特別演奏会
『第九』特別演奏会

Sp：横山恵子、吉原圭子
MS：井坂惠 Br：萩原潤
Sp：吉原圭子
Tn：児玉和弘、高田正人
Br：萩原潤、山下浩司
合唱：東京オペラシンガーズ（合唱指
揮：宮松重紀）
Sp：横山恵子 MS：中島郁子
Sp：横山恵子 At：谷口睦美
Tn：西村悟 Br：甲斐栄次郎
合唱：東京オペラシンガーズ

Og：新山恵理
2011/12/25 『第九』特別演奏会

サントリーホール

2012/1/2 ニューイヤーコンサート 2012

Bunkamuraオーチャードホール

2012/1/3 ニューイヤーコンサート 2012

以下2011/1/2と同じ

佐渡 裕

山田 和樹

Sp：横山恵子 At：谷口睦美
Tn：西村悟 Br：甲斐栄次郎
合唱：東京オペラシンガーズ
トークゲスト：村治佳織
司会：朝岡聡
Gt：村治奏一

2012/1/12 第66回 東京オペラシティ定期シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

外山雄三

Vn：松山冴花

2012/1/13 第808回 サントリー定期シリーズ

サントリーホール

外山雄三

Vc：宮田大

2012/1/22 第809回 オーチャード定期演奏会

Bunkamuraオーチャードホール

小林研一郎

Pf：中野翔太

2012/1/27 第44回 千葉市定期演奏会

千葉市民会館

小林研一郎

2012/1/29 第51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

以下2012/1/27と同じ

2012/2/4 響きの森クラシック・シリーズ Vol.39

文京シビックホール

広上淳一

Vn：岡田鉄平

ワーグナー
ワーグナー
ワーグナー
R.シュトラウス

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
歌劇「ローエングリン」から 「エルザの大聖堂への入場」
歌劇「タンホイザー」から 「歌の殿堂をたたえよう」
楽劇「サロメ」 作品54から 「7つのヴェールの踊り」

R.シュトラウス

歌劇「ばらの騎士」 作品59から 「ばらの献呈」「元帥夫人、ゾフィー、オクタヴィアンの三重唱」

グルリット

歌劇「ナナ」から 「第1幕 第1景」「小序曲」「第3景」

ヴェルディ

歌劇「アイーダ」から 「アイーダとアムネリスの二重唱」「凱旋行進曲」「第2幕の終曲」
アイーダ：横山恵子、アムネリス：中島郁子、ラダメス：福井敬、アモナズロ：村林徹也、ランフィ

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

バッハ
ヘンデル
バッハ

フーガ ト短調（小フーガ） BWV578
歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
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」

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

ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

マスネ
（ギター独奏）
ロドリーゴ
プロコフィエフ
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ラヴェル

歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
ギター・メドレー～「禁じられた遊び」「アルハンブラの思い出」
アランフェス協奏曲
バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 作品64から 「モンタギュー家とキャピュレット家」
バレエ組曲「眠りの森の美女」 作品66aから 「ワルツ」
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「行進曲」「金平糖の精の踊り」「トレパーク」
ボレロ

外山雄三
マーラー
外山雄三
マーラー
芥川也寸志
モーツァルト
チャイコフスキー
ドヴォルザーク
ブラームス
ブラームス
ブラームス
ヴォルフ=フェッラーリ
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
アイルランド民謡
シベリウス

ヴァイオリン協奏曲 第2番
交響曲 第5番 嬰ハ短調
チェロ協奏曲
交響曲 第5番 嬰ハ短調
弦楽のための3楽章 「トリプティーク」
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ハンガリー舞曲集 第6番 二長調
歌劇「マドンナの宝石」間奏曲
ユーモレスク
スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
ダニーボーイ
交響詩「フィンランディア」 作品26

菊池俊輔
山本直純
山本直純
メンデルスゾーン／山本直純 編
ベートーヴェン／山本直純 編
ベートーヴェン
井上道義
マーラー
松村禎三
武満徹
チャイコフスキー
尾高惇忠
尾高尚忠
チャイコフスキー
黛敏郎
黛敏郎
黛敏郎
黛敏郎

序曲「暴れん坊将軍」～ロッシーニに捧ぐ
「マグマ大使」のテーマ
NHK大河ドラマ「武田信玄」から 「テーマ曲」
ヴァイオリン狂騒曲「迷混」から
交響曲 第45番 「宿命」から
スペシャル・ステージ「杉ちゃん＆鉄平 with 東京フィル」～「剣のずいずいずっころばし」「アイネ・
クライネ3分クッキング」「ドナウ河殺人事件」「扁桃腺上のアリア」ほか
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
交響詩「鏡の眼」
交響曲 第9番 ニ長調
管弦楽のための｢前奏曲」
遠い呼び声の彼方へ！
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
オーケストラのための「肖像」
フルート協奏曲 作品30b
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
トーンプレロマス55
饗宴
BUGAKU（舞楽）
涅槃交響曲

伊福部昭
ラヴェル
ベルリオーズ

交響譚詩
ピアノ協奏曲 ト長調
幻想交響曲 作品14

Pf：杉浦哲郎 Vn：岡田鉄平
2012/2/12 第810回 オーチャード定期演奏会

Bunkamuraオーチャードホール

井上道義

2012/2/23 第67回 東京オペラシティ定期シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

尾高忠明

Vn：堀米ゆず子

2012/2/24 第811回 サントリー定期シリーズ

サントリーホール

尾高忠明

Fl：高木綾子

2012/3/8 第68回 東京オペラシティ定期シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

広上淳一

2012/3/9 第812回 サントリー定期シリーズ

サントリーホール

以下2012/3/8と同じ

Bunkamuraオーチャードホール

山田和樹

合唱：東京混声合唱団
2012/3/18 第813回 オーチャード定期演奏会

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

2011/4/16 第266回 横浜定期演奏会

横浜みなとみらいホール

広上淳一

2011/4/17 第345回 名曲コンサート

サントリーホール

以下2011/4/16と同じ

2011/4/22 第629回 東京定期演奏会

サントリーホール

山田和樹

2011/4/23 第629回 東京定期演奏会

以下2011/4/22と同じ

ソリスト／共演
Pf：小菅優

Cl：伊藤寛隆
Sp：市原愛

サントリーホール

小林研一郎

Vn：木野雅之
Vc：菊地知也

2011/5/14 第267回 横浜定期演奏会

横浜みなとみらいホール

ペリー・ソー

Pf：横山幸雄

2011/5/20 第630回 東京定期演奏会

サントリーホール

小林研一郎

Pf：小山実稚恵

2011/5/21 第630回 東京定期演奏会

以下2011/5/20と同じ

2011/5/7 コバケン・ガラVol.17

2011/6/1 杉並ホームタウンシリーズ

杉並公会堂

藤岡幸夫

2011/6/10 第346回 名曲コンサート

サントリーホール

藤岡幸夫

2011/6/11 第268回 横浜定期演奏会

横浜みなとみらいホール

以下2011/6/10と同じ

2011/6/17 第631回 東京定期演奏会

サントリーホール

沼尻竜典

Pf：小川典子

2011/6/18 第631回 東京定期演奏会

以下2011/6/17と同じ
Sp：谷村由美子
合唱：東京音楽大学

2011/7/2 第269回 横浜定期演奏会

横浜みなとみらいホール

広上淳一

2011/7/8 第632回東京定期演奏会

サントリーホール

広上淳一

2011/7/9 第632回東京定期演奏会

以下2011/7/8と同じ

2011/7/16 第37回 夏休みコンサート 2011

府中の森芸術劇場

川瀬賢太郎

Vn：堀米ゆず子

バレエ：スターダンサーズ・バレエ団
うたとお話：江原陽子

2011/7/17
2011/7/18
2011/7/22
2011/7/22
2011/7/23
2011/7/23
2011/7/24
2011/7/24
2011/7/25
2011/7/25
2011/7/28
2011/7/31
2011/7/31
2011/8/1
2011/8/1

第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
第37回 夏休みコンサート 2011
ファミリーサマーフェスタ 2011
ファミリーサマーフェスタ 2011

千葉県文化会館
鎌倉芸術館
横浜みなとみらいホール
以下2011/7/22と同じ
大宮ソニックシティ
以下2011/7/23と同じ
サントリーホール
以下2011/7/24と同じ
テアトロ・ジーリオ・ショウワ
以下2011/7/25と同じ
習志野文化ホール
横浜みなとみらいホール
以下2011/7/31と同じ
サントリーホール
以下2011/8/1と同じ

作曲／編曲

曲名

ドビュッシー
ドビュッシー
ラヴェル
ラヴェル

牧神の午後への前奏曲
海（3つの交響的スケッチ）
ピアノ協奏曲 ト長調
「ダフニスとクロエ」 第2組曲

マーラー
モーツァルト
マーラー

花の章
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
交響曲 第4番 ト長調

サン＝サーンス
サン＝サーンス
サン＝サーンス
ウェーバー
モーツァルト
ブラームス
リスト
リスト
バルトーク
コダーイ

序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28
チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33
交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」
歌劇「魔弾の射手」序曲 作品77
ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491
交響曲 第2番 ニ長調 作品73
交響詩「前奏曲」
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
管弦楽のための協奏曲
ガラーンタ舞曲

シューベルト
ベートーヴェン
ブラームス
R.シュトラウス

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
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77
交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 作品30

ストラヴィンスキー
チャイコフスキー
ショスタコーヴィチ

交響的幻想曲「花火」 作品4
協奏的幻想曲 ト長調 作品56
交響曲 第10番 ホ短調 作品93

ドビュッシー／ビュッセル 編
カントルーブ
ホルスト
ハイドン
R.シュトラウス
ヒンデミット

小組曲
オーヴェルニュの歌（抜粋）
組曲「惑星」 作品32
交響曲 第60番 ハ長調 「うっかり者」
組曲「ばらの騎士」 作品59
交響曲「画家マティス」

ベートーヴェン
J.シュトラウス
ホルスト
プロコフィエフ
馬飼野康二
杉本竜一／和田薫 編
エルガー

交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
組曲「惑星」 作品32から 「木星」
バレエ「シンデレラ」 作品87から 抜粋
勇気100％
Believe
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調

ヴィヴァルディ
ヴィヴァルディ
アンダソン
リムスキー＝コルサコフ
J.シュトラウス
ベートーヴェン
チャイコフスキー
渡辺俊幸
渡辺俊幸
渡辺俊幸
渡辺俊幸
マンシーニ／渡辺俊幸 編
ルグラン／渡辺俊幸 編
筒美京平／渡辺俊幸 編
小椋桂／渡辺俊幸 編
木森敏之＋John Scott／渡辺俊幸 編
三木たかし

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
踊る子猫
歌劇「皇帝サルタンの物語」から 「熊ん蜂の飛行」
雷鳴と稲妻 作品324
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 第2楽章
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
ファンファーレ・フォー・ザ・セレブレーション
フジテレビ系ドラマ「優しい時間」から 「森のテーマ」
NHK大河ドラマ「利家とまつ」から 「メインテーマ」
NHK連続テレビ小説「おひさま」メドレー～「喜び」「再生」「涙」「旅立ち」「陽子と和成」「メインテー
映画「ひまわり」から 「ひまわり」
映画「シェルブールの雨傘」のテーマ
ロマンス
愛燦々
聖母たちのララバイ
思秋期

以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
シズオ・Z・クワハラ
以下2011/7/28と同じ

以下2011/7/16と同じ

以下2011/7/28と同じ

2011/8/13 エデュケーションフェスティバル

杉並公会堂

川瀬賢太郎

2011/8/28 シンフォニック・エンタテインメントVol.3

東京オペラシティ コンサートホール

渡辺俊幸

司会：江原陽子

Vo（ゲスト）：岩崎宏美

2011/9/2 第633回 東京定期演奏会

サントリーホール

2011/9/3 第633回 東京定期演奏会

以下2011/9/2と同じ

ピエタリ・インキネン

MS：アンネリー・ペーボ
合唱：栗友会
児童合唱：杉並児童合唱団

Pf：ヴァディム・ホロデンコ
リスト
Sp：安井陽子 Tn：高橋淳
Br：萩原潤
オルフ
合唱：日本フィルハーモニー協会合唱
団、シンフォニーヒルズ少年少女合唱団

ピアノ協奏曲 第2番 イ長調

モーツァルト
チャイコフスキー
サン＝サーンス
リスト
リスト
リスト
ストラヴィンスキー
シューベルト
ブラームス
R.シュトラウス

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
交響詩「死の舞踏」 作品40
死の舞踏
巡礼の年 第3年 エステ荘の噴水
愛の夢（3つの夜想曲） 第3番 変イ長調
バレエ組曲「火の鳥」
交響曲 第3番 ニ長調 D.200
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
組曲「町人貴族」 作品60

ヴィヴァルディ
グリーグ
サン＝サーンス

オーボエ協奏曲 ニ短調 RV.454
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」

グリンカ
ラフマニノフ
チャイコフスキー
ショパン
ラフマニノフ

歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
交響曲 第1番 ニ短調 作品13

ドヴォルザーク
ブラームス

チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ドビュッシー
モーツァルト
ラヴェル
ベルク

牧神の午後への前奏曲
交響曲 第31番 ニ長調 K.297（300a） 「パリ」
ラ・ヴァルス
歌劇「ルル」からの5つの交響的小品（ルル組曲）

バッハ（編曲：齋藤秀雄）

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）

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

以下2011/12/17と同じ
バッハ
バッハ

トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
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」

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

2011/9/10 第270回 横浜定期演奏会

横浜みなとみらいホール

藤岡幸夫

2011/9/11 特別演奏会

昭和女子大学人見記念講堂

以下2011/9/10と同じ

2011/9/21 ホームタウン・シリーズ

杉並公会堂

小林研一郎

Pf：中野翔太

2011/9/25 コバケン・ガラ Vol.18

サントリーホール

小林研一郎

Pf：小山実稚恵

2011/10/21 第634回 東京定期演奏会

サントリーホール

広上淳一

Vn：ボリス・ベルキン
Pf：野田清隆

2011/10/22 第634回 東京定期演奏会

以下2011/10/21と同じ

2011/10/29 第271回 横浜定期演奏会

横浜みなとみらいホール

2011/10/30 特別演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

ハンスイェルク・シェレンベ Ob.ハンスイェルク･シェレンベルガー
Pf：小林愛美
ルガー
Og：長井浩美
以下2011/10/29と同じ

2011/11/6 第347回 名曲コンサート

サントリーホール

金聖響

Pf：外山啓介

2011/11/11 第635回 東京定期演奏会

サントリーホール

アレクサンドル・ラザレフ

Pf：岡田博美

2011/11/12 第635回 東京定期演奏会

以下2011/11/11と同じ

2011/11/18 ホームタウン・シリーズ

杉並公会堂

アレクサンドル・ラザレフ

Vc：ピーター・ウィスペルウェイ

2011/11/19 第272回 横浜定期演奏会

横浜みなとみらいホール

以下2011/11/18と同じ

2011/12/9 第636回 東京定期演奏会

サントリーホール

山田和樹
Sp：林正子

2011/12/10 第636回 東京定期演奏会

横浜みなとみらいホール

2011/12/18 立川第九演奏会

アミューたちかわ

広上淳一

Sp：松田奈緒美 At：富岡明子
Tn：錦織健 Br：ベンノ・ショルム
合唱：東京音楽大学
日本フィルと第九を歌う会
Og：長井浩美

サントリーホール

小林研一郎

2011/12/24 コバケンの第九

杉並公会堂

小林研一郎

2011/12/25 第九特別演奏会2011

サントリーホール

小林研一郎

2011/12/26 第九特別演奏会2011
2011/12/27 第九特別演奏会2011

横浜みなとみらいホール
東京オペラシティコンサートホール

以下2011/12/25と同じ
以下2011/12/25と同じ

横浜みなとみらいホール

小林研一郎

2012/1/15 特別演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

小林研一郎

2012/1/20 第637回 東京定期演奏会

サントリーホール

ラン・シュイ

2012/1/21 第637回 東京定期演奏会

以下2012/1/20と同じ

2012/1/7 第274回 横浜定期演奏会

交響曲 第3番 ニ短調

カルミナ・ブラーナ

以下2011/12/9と同じ

2011/12/17 第273回 横浜定期演奏会

2011/12/22 第九特別演奏会2011

マーラー

Sp：岩下晶子 At：栗林朋子
Tn：錦織健 Br：青戸知
合唱：武蔵野合唱団

バッハ
Sp：岩下晶子 At：栗林朋子
Tn：錦織健 Br：青戸知
ベートーヴェン
合唱：武蔵野合唱団
Sp：菅英三子 At：竹本節子
Tn：錦織健 Br：青戸知
以下2011/12/22と同じ
Og：長井浩美
合唱：日本フィルハーモニー協会合唱団

Vn：千住真理子

Pf：田部京子

モーツァルト
チャイコフスキー
ドヴォルザーク
J.シュトラウス
J.シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
ベートーヴェン
メンデルスゾーン
シューマン
ブラームス

管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ワルツ「春の声」 作品410
ピツィカート・ポルカ
鍛冶屋のポルカ 作品269
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
雷鳴と稲妻 作品324
交響曲 第7番 イ長調 作品92
序曲｢美しいメルジーネの物語｣ 作品32
ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
交響曲 第1番 ハ短調 作品68

2012/1/29 第348回 名曲コンサート

サントリーホール

藤岡幸夫
ゲスト：純名里沙

2012/2/5 特別演奏会

東京オペラシティ コンサートホール

本名徹次

Vn：川井郁子

2012/2/11 第37回 九州公演

アルモニーサンク北九州
ソレイユホール

大友直人

Vn：岡崎慶輔

2012/2/11 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

アルモニーサンク北九州ソレイユホール

大友直人

Vn：岡崎慶輔

2012/2/12 第37回 九州公演

大牟田文化会館

大友直人

Pf：小川典子

2012/2/12 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

大牟田文化会館

大友直人

2012/2/13 第37回 九州公演

アクロス福岡シンフォニーホール

大友直人

Vn：岡崎慶輔

2012/2/13 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

アクロス福岡シンフォニーホール

大友直人

ヴァイオリン：岡崎慶輔

2012/2/14 第37回 九州公演

iichiko グランシアタ

大友直人

Pf：小川典子

2012/2/14 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

iichiko グランシアタ

大友直人

2012/2/16 第37回 九州公演

田川文化センター

大友直人

2012/2/16 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

田川文化センター

大友直人

2012/2/17 第37回 九州公演

唐津市民会館

大友直人

2012/2/17 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

唐津市民会館

大友直人

2012/2/18 第37回 九州公演

八代市厚生会館

大友直人

2012/2/18 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

八代市厚生会館

以下2012/2/11と同じ

2012/2/19 第37回 九州公演

長崎ブリックホール

大友直人

2012/2/19 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート
2012/2/21 第37回 九州公演
2012/2/21 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

長崎ブリックホール
佐賀市文化会館
佐賀市文化会館

以下2012/2/11と同じ
以下2012/2/19と同じ
以下2012/2/17と同じ

2012/2/22 第37回 九州公演

宝山ホール

大友直人

2012/2/22 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

宝山ホール

大友直人

Vn：岡崎慶輔

Pf：小川典子

Vn：岡崎慶輔

Pf：小川典子

Pf：小川典子

Pf：小川典子
2012/2/23 第37回 九州公演

メディキット県民文化センター

大友直人

2012/2/23 第37回 九州公演 ウェルカムコンサート

メディキット県民文化センター

大友直人

2012/2/26 ホームタウン・シリーズ

杉並公会堂

大友直人

サントリーホール

小林研一郎

Vn：有希 マヌエラ・ヤンケ

2012/3/16 第638回 東京定期演奏会

サントリーホール

アレクサンドル・ラザレフ

Vc：横坂源

2012/3/17 第638回 東京定期演奏会

以下2012/3/16と同じ

2012/3/24 第275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

2012/3/25 日本フィル春休みオーケストラ探検

杉並公会堂

米津俊広

2012/3/4 コバケン・ガラVol.19

Sp：谷口まりや

Pf：河村尚子
司会：江原陽子

レハール
ヨーゼフ・シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
バーンスタイン
バーンスタイン
バーンスタイン
R.ロジャーズ
ロイド=ウェッバー
ロウ
ビゼー
チャイコフスキー
モンティ
ピアソラ
ロドリーゴ／川井郁子 編
ドヴォルザーク
ラヴェル
ブルッフ
ドヴォルザーク
モーツァルト
ラヴェル
ベートーヴェン
ドヴォルザーク
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
ベートーヴェン
ブルッフ
チャイコフスキー
テオ・マッケベン
スメタナ
ベートーヴェン
ドヴォルザーク
川口貴
ベートーヴェン
ブルッフ
ムソルグスキー／ラヴェル 編
川口貴
スメタナ
ベートーヴェン
ムソルグスキー／ラヴェル 編
バッハ
ベートーヴェン
ブルッフ
ドヴォルザーク

ワルツ「金と銀」 作品79
ポルカ・マズルカ「とんぼ」 作品204
ワルツ「ウィーン気質」 作品354
チク・タク・ポルカ 作品365
ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品325
｢キャンディード｣序曲
｢キャンディード｣から 「着飾って，きらびやかに」
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「トゥナイト」
「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」
「オペラ座の怪人」から 「music of the night」
「マイ・フェア・レディ」から 「踊り明かそう」
歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第1楽章
チャールダーシュ
リベルタンゴ
Red Violin
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ボレロ
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
交響曲 第8番 ト長調 作品88
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
ボレロ
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第8番 ト長調 作品88
ディヴェルティメント 第4番 変ロ長調 K.186（159b）
歌劇「魔笛」 K.620によるディヴェルティメントから
歌劇「フィガロの結婚」 K.492によるディヴェルティメントから
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
Frauen sind keine Engel
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第8番 ト長調 作品88
No way out
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
組曲「展覧会の絵」
No way out
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
組曲「展覧会の絵」
シンフォニア
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
交響曲 第8番 ト長調 作品88

スメタナ
ベートーヴェン
ドヴォルザーク

連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第8番 ト長調 作品88

ベートーヴェン
ベートーヴェン
チャイコフスキー
ブラームス
プッチーニ
ベートーヴェン
モーツァルト
ヘンデル
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
ベートーヴェン
スメタナ
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
ベートーヴェン
エルガー
ラフマニノフ

バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115 第1楽章
歌劇「トスカ」から 「星は光りぬ」
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
モテット「踊れ，喜べ，汝幸いなる魂よ」 K.165（158a）から 「アレルヤ」
歌劇「エジプトのジューリオ・チェーザレ（ジュリアス・シーザー）」から 「この胸に息のある限り」
交響曲 第8番 ト長調 作品88
2つのオブリガート眼鏡付きの二重奏曲 変ホ長調
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
交響曲 第8番 ト長調 作品88
ヴァイオリン協奏曲
交響曲第5番《運命》
チェロ協奏曲 ホ短調 作品85
交響曲 第2番 ホ短調 作品27

ブラームス
ブラームス
チャイコフスキー
グリーグ
ビゼー

ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90
セレナード ハ長調 作品48 第2楽章
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46
「カルメン」組曲

読売日本交響楽団
公演日

公演名

公演会場

指揮者

2011/4/16 第1回 オペラシティ マチネーシリーズ

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

2011/4/18 第503回 定期演奏会

サントリーホール

以下2011/4/16と同じ

2011/4/23 第1回オペラシティ名曲シリーズ

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

2011/4/24 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ
2011/4/25 第537回 サントリーホール名曲シリーズ

横浜みなとみらいホール
サントリーホール

以下2011/4/23と同じ
以下2011/4/23と同じ

2011/5/14 第2回 オペラシティ名曲シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

ペトル・ヴロンスキー

2011/5/15 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ
2011/5/16 第538回 サントリーホール名曲シリーズ

横浜みなとみらいホール
サントリーホール

以下2011/5/14と同じ
以下2011/5/14と同じ

2011/5/21 第2回 オペラシティ マチネーシリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

ペトル・ヴロンスキー

2011/5/23 第504回 定期演奏会

サントリーホール

以下2011/5/21と同じ

2011/5/27 大阪定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

川瀬賢太郎

2011/6/11 アプリコ公演

大田区民ホール・アプリコ

飯守泰次郎

2011/6/16 第539回サントリーホール名曲シリーズ

サントリーホール

パオロ・カリニャーニ

2011/6/17 第3回 オペラシティ名曲シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

以下2011/6/16と同じ

2011/6/23 第505回 定期演奏会

サントリーホール

パオロ・カリニャーニ

2011/6/25 第3回オペラシティ マチネーシリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

以下2011/6/23と同じ

2011/7/18 第4回 オペラシティ名曲シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

下野竜也

2011/7/19 第506回 定期演奏会

サントリーホール

以下2011/7/18と同じ

2011/7/24 第4回 オペラシティマチネーシリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

ワシリー・シナイスキー

2011/7/25 第540回 サントリーホール名曲シリーズ

サントリーホール

以下2011/7/24と同じ

2011/8/16 サマーフェスティバル「三大交響曲」

サントリーホール

山田和樹

2011/8/19 サマーフェスティバル「三大協奏曲」

サントリーホール

梅田俊明

2011/8/20 第49回 みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ横浜みなとみらいホール
2011/8/24

サマ－フェスティバル
「真夏のコバケンスペシャル」

ソリスト／共演
メシアン
プロコフィエフ
ラヴェル
ラヴェル
ラヴェル

曲名
忘れられた捧げ物
バレエ音楽「ロメオとジュリエット」 作品64（抜粋）
ピアノ協奏曲 ト長調
左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調
ボレロ

モーツァルト
ヤナーチェク
スメタナ
ヤナーチェク

交響曲 第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」
狂詩曲「タラス・ブーリバ」
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
シンフォニエッタ

ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク

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

モーツァルト
マーラー

ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491
交響曲 第5番 嬰ハ短調

Pf：須藤梨菜

ベートーヴェン
モーツァルト
ベートーヴェン
ショパン
チャイコフスキー
ブラームス
モーツァルト

序曲「コリオラン」 作品62
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
交響曲 第7番 イ長調 作品92
舟歌 作品60（Pf solo）
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第4番 ホ短調 作品98
交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

Sp：セレーナ・ファルノッキア
At：ダニエラ・ピーニ
Tn：ステファノ・フェラーリ
Bs：アンドレア・コンチェッティ

モーツァルト

レクイエム ニ短調 K.626

Pf：辻井伸行

ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」第3番 作品72b
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

ヒンデミット／下野竜也 編
ヒンデミット
ブルックナー

「さまよえるオランダ人」への序曲
管弦楽のための協奏曲 作品38
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」（ハース版）

グリンカ
ラフマニノフ
ショスタコーヴィチ

歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」

シューベルト
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
ドヴォルザーク
メンデルスゾーン
チャイコフスキー

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

リスト
リスト
マーラー
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン

交響詩「前奏曲」
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
付随音楽「エグモント」序曲 作品84
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
交響曲 第7番 イ長調 作品92

ベルリオーズ

劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 作品17

モーツァルト
ベルリオーズ

交響曲 第40番 ト短調 K.550
幻想交響曲 作品14

ベルリオーズ
ビゼー
レスピーギ
原六朗
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ラフマニノフ／ストコフスキ 編
チャイコフスキー
ラフマニノフ

序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
組曲「ローマ」 第3楽章
交響詩「ローマの祭り」
お祭りマンボ
夜想曲 ロ長調 作品40
チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
交響曲 第5番 ヘ長調 作品76
前奏曲 嬰ハ短調 作品3-2 「鐘」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第2番 ホ短調 作品27

Pf：ロジェ・ムラロ

Vn：アラベラ・美歩・シュタインバッハー

Pf：清水和音

Pf：スタニスラフ・ブーニン

Pf：アレクセイ・ゴルラッチ

Vc：遠藤真理
Vn：川久保賜紀
Pf：三浦友理枝

以下2011/8/19と同じ

サントリーホール

小林研一郎

Pf：金子三勇士

2011/9/5 第5回 オペラシティ名曲シリーズ

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

Pf：スティーブン・コヴァセヴィッチ

2011/9/6 第541回 サントリーホール名曲シリーズ

サントリーホール

以下2011/9/5と同じ

2011/9/12 第507回 定期演奏会

サントリーホール

シルヴァン・カンブルラン

2011/9/17 第5回 オペラシティマチネーシリーズ

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

2011/9/18 第50回みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール

At：ベアトリス・ユリア=モンゾン
Tn：ジャン=ポール・フシェクール
Bs：ローラン・ナウリ
合唱：新国立劇場合唱団

以下2011/9/17と同じ

2011/9/30 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

2011/10/4 第542回 サントリーホール名曲シリーズ

サントリーホール

下野竜也

Vc：ルイジ・ピオヴァノ

2011/10/9 第6回 オペラシティ名曲シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

渡邊一正

Vn：バーナバス・ケレマン

東京オペラシティ コンサートホール

以下2011/10/9と同じ

2011/10/10 第6回 オペラシティ マチネーシリーズ

作曲／編曲

2011/10/13 「運命」＆「新世界」八王子公演

八王子市芸術文化会館

渡邊一正

2011/10/23 第51回みなとみらいホリデー名曲コンサート・シリーズ 横浜みなとみらいホール

下野竜也

2011/10/24 第508回 定期演奏会

以下2011/10/23と同じ

サントリーホール

2011/11/19 第7回 オペラシティマチネーシリーズ

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

2011/11/24 第7回 オペラシティ名曲シリーズ

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

2011/11/25 第543回 サントリーホール名曲シリーズ

サントリーホール

以下2011/11/24と同じ

2011/11/30 第509回 定期演奏会

サントリーホール

シルヴァン･カンブルラン

2011/12/5 大阪定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

小林 研一郎

2011/12/6 名曲シリーズ 福岡公演

アクロス福岡シンフォニーホール

以下2011/12/5と同じ

2011/12/13 第510回 定期演奏会

サントリーホール

秋山 和慶

2011/12/19 「第九」特別演奏会

サントリーホール

下野 竜也

2011/12/20
2011/12/21
2011/12/24
2011/12/25
2011/12/26

東京オペラシティ コンサートホール
サントリーホール
東京オペラシティ コンサートホール
横浜みなとみらいホール
東京オペラシティ コンサートホール

以下2011/12/19と同じ
以下2011/12/19と同じ
以下2011/12/19と同じ
以下2011/12/19と同じ
以下2011/12/19と同じ

2012/1/8 第9回 オペラシティ マチネーシリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

下野 竜也

2012/1/9 第53回みなとみらいホリデー名曲シリーズ

横浜みなとみらいホール

以下2012/1/8と同じ

「第九」特別演奏会
第544回 サントリーホール名曲シリーズ
第8回 オペラシティ マチネーシリーズ
第52回みなとみらいホリデー名曲シリーズ
第8回 オペラシティ名曲シリーズ

2012/1/16 第9回 オペラシティ名曲シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

上岡敏之

2012/1/17 第545回 サントリーホール名曲シリーズ

サントリーホール

以下2012/1/16と同じ

2012/1/25 第511回 定期演奏会

サントリーホール

上岡敏之

2012/2/14 第10回 オペラシティ名曲シリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

オスモ・ヴァンスカ

能管・篠笛：一噌幸弘
Sp：天羽明惠

MS：林美智子

Vn：ヴァスコ・ヴァッシレフ

Sp：木下美穂子 MS：林美智子
Tn：高橋淳 Br：与那城敬

Sp：アンナ＝カタリーナ・ベーンケ

Sp：キルステン・ブランク

Cl：マルティン・フロスト
2012/2/15 第546回 サントリーホール名曲シリーズ

サントリーホール

以下2012/2/14と同じ

2012/2/21 第512回 定期演奏会

サントリーホール

オスモ・ヴァンスカ

2012/2/25 第10回 オペラシティ マチネーシリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

オスモ・ヴァンスカ

サントリーホール

スタニスラフ・スクロヴァ
チェフスキ

2012/3/12 第11回 オペラシティ名曲シリーズ

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

2012/3/13 第547回 サントリー名曲シリーズ

サントリーホール

2012/3/18 第11回 オペラシティ マチネーシリーズ

東京オペラシティ コンサートホール

2012/3/20 第54回みなとみらいホリデー名曲シリーズ

みなとみらいホール

以下2012/3/12と同じ
スタニスラフ・スクロヴァ
チェフスキ
以下2012/3/18と同じ

2012/3/22 復興支援特別公演「きぼうの音楽会」inいわき

いわき芸術文化交流館アリオス

下野竜也

2012/3/7 第513回 定期演奏会

Tba：次田心平

Pf：清水和音

モーツァルト
ベートーヴェン
ドヴォルザーク
アダムズ

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ドクター・アトミック・シンフォニー

團伊玖磨

交響曲 第6番 「広島」

ウェーバー
シューベルト
ワーグナー
R.シュトラウス
メンデルスゾーン
ショーソン
ワーグナー
ドビュッシー

歌劇「オベロン」序曲
交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
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
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 作品28
序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
愛と海の詩 作品19
歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
海（3つの交響的スケッチ）

ベルリオーズ
チャイコフスキー
チャイコフスキー
グリンカ
チャイコフスキー
ブラームス

序曲「リア王」 作品4
幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第1番 ハ短調 作品68

モーツァルト
ハイドン
R.シュトラウス

ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a）
交響曲 第104番 ニ長調 「ロンドン」
交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 作品30

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
ドヴォルザーク
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
交響曲 第3番 変ホ長調 作品10
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」

R.シュトラウス
R.シュトラウス
R.シュトラウス
R.シュトラウス

交響詩「死と変容」 作品24
4つの最後の歌
交響詩「ドン・ファン」 作品20
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 作品28

モーツァルト
マーラー
グリーグ
グリーグ
グリーグ
グリーグ
グリーグ
グリーグ
グリーグ
グリーグ
アホ
シベリウス

交響曲 第34番 ハ長調 K.338
交響曲 第4番 ト長調
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「オーゼの死」
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「アニトラの踊り」
「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」
「ペール・ギュント」 第2組曲 作品55から 「花嫁の略奪～イングリードの嘆き」
「ペール・ギュント」 第2組曲 作品55から 「アラビアの踊り」
「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～海岸での嵐の夕べ」
「ペール・ギュント」 第2組曲 作品55から 「ソルヴェイグの歌」
クラリネット協奏曲（日本初演）
交響曲 第2番 ニ長調 作品43

アホ
R.シュトラウス
ブラームス
シベリウス
アホ
チャイコフスキー
ブルックナー
ショスタコーヴィチ
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン

ミネア（日本初演）
組曲「ばらの騎士」 作品59
交響曲 第1番 ハ短調 作品68
森の精 作品15
チューバ協奏曲（日本初演）
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
交響曲 第3番 ニ短調 「ワーグナー」
交響曲 第1番 ヘ短調 作品10
序曲「レオノーレ」第3番 作品72b
交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

チャイコフスキー
プロコフィエフ

交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」 第2番 作品64ter

ニコライ
シューマン
ドヴォルザーク

喜歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
交響曲第8番 ト長調 作品88

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

2011/4/12

【震災チャリティー・無償】
神奈川フィルチャリティコンサート

小田原市役所 2階 談話ロビー

2011/4/17

ポート金が谷
ボランティア･コンサート（弦楽四重奏）

ポート金が谷 児童養護施設

2011/4/17

2011/4/18

中心子どもの家
ボランティア・コンサート(木管五重奏)

【震災チャリティー・無償】
神奈川フィルチャリティコンサート

指揮者

ソリスト／共演

作曲／編曲
グラズノフ
ポッパー
フォーレ
モシュコフスキ
カザルス
ラフマニノフ
サン＝サーンス
滝廉太郎
モーツァルト
プッチーニ
ハーライン／宮崎隆 編

バッハ
ヘンデル
モーツァルト
J.シュトラウス
レハール
エルガー
いずみたく
マーラー

曲名
スペインのセレナーデ
セレナーデ
夢のあとに 作品7-1
ギター 作品45-2
鳥の歌
ヴォカリーズ 作品34-14
組曲「動物の謝肉祭」から 「白鳥」
花
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」
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー～「サウンド・オブ・ミュージック」「私のお気に入り」「ドレミの
歌」「ひとりぼっちの羊飼い」「エーデルワイス」
映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
世界に一つだけの花
「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」
ロンドンデリーの歌
オクラホマミキサー（藁の中の七面鳥）
ディズニーミュージック・コレクション～「Baby Mine」「ハイ・ホー」「口笛吹いて働こう」「いつか王子
様が」「狼なんか怖くない」「星に願いを」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
バッハのアリオーソ
オラトリオ「天地創造」から
ウィーンはいつもウィーン
序奏、主題と変奏曲から
「トロンボーンファミリー」から 「シャウティン・ライザ・トロンボーン」
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー～「サウンド・オブ・ミュージック」「私のお気に入り」「ドレミの
歌」「ひとりぼっちの羊飼い」「エーデルワイス」
たしかなこと
ふるさと
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ディヴェルティメント 変ホ長調 K.563から
オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K.370（368b）
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー～「サウンド・オブ・ミュージック」「私のお気に入り」「ドレミの
歌」「ひとりぼっちの羊飼い」「エーデルワイス」
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285
喜歌劇「こうもり」から
喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「ヴィリアの歌」
愛のあいさつ 作品12
見上げてごらん夜の星を
交響曲 第7番 ホ短調 「夜の歌」

モーツァルト
ボッケリーニ
ハイドン
プッチーニ
ハーライン／宮崎隆 編

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」
メヌエット
弦楽四重奏曲 第77番 ハ長調 作品76-3 「皇帝」 第2楽章
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
映画「ピノキオ」から 「星に願いを」

クライスラー
モンティ／宮崎隆 編
北海道民謡
見岳章／石川皓也 編
ハーライン／宮崎隆 編

愛の喜び
チャールダーシュ
ソーラン節
川の流れのように
中山晋平 童謡メドレー～「砂山」「シャボン玉」「雨降りお月さん」「背くらべ」「うさぎのダンス」「黄金
虫」「あの町この町」「るてる坊主」
映画「ピノキオ」から 「星に願いを」

アンダソン
フォスター
エルガー／森雅彦 編
編曲
H.フィルモア／小田桐寛之 編
R.ロジャーズ
R.ロジャーズ／高山直也 編
久石譲

トランペット吹きの子守歌
A DAY AT THE CAMPTOWN RACES
愛のあいさつ 作品12
ディズニー・メドレー～「ミッキーマウス・マーチ」「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」「小さな世界」
「トロンボーンファミリー」から 「シャウティン・ライザ・トロンボーン」
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「ひとりぼっちの羊飼い」
「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

R.ロジャーズ
久石譲／ツル ノリヒロ 編
槇原敬之
R.ロジャーズ／中山博之編
アイルランド民謡／中川良平 編
アメリカ民謡／藤野浩一 編

中心子どもの家 児童養護施設

コノエ ヒデタケ 編
久石譲／丸山和範 編
久石譲
バッハ
ハイドン
シュランメル
G.ティボー
H.フィルモア

海老名市役所 1階 エントランス

R.ロジャーズ

2011/4/19

【震災チャリティー・無償】
神奈川フィルチャリティコンサート

小田和正
岡野貞一
バッハ
モーツァルト
モーツァルト

平塚市役所 ロビー

R.ロジャーズ

2011/4/19

【震災チャリティー・無償】
神奈川フィルチャリティコンサート

2011/4/23 第271回 定期演奏会
市大付属病院 浦舟院内学級
2011/5/2
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）
県立保土ヶ谷養護学校簿
2011/5/2
ボランティアコンサート（木管五重奏）
横須賀市立ろう学校
2011/5/2
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）
県立座間養護学校
2011/5/6
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）

座間市役所 市民サロン

横浜みなとみらいホール

金聖響

横浜市立浦舟特別支援学校

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

神奈川県立保土ヶ谷養護学校

以下2011/4/17（中心子どもの家）と同じ

横須賀市立ろう学校

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

神奈川県立座間養護学校

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

2011/5/6

横浜市立二つ橋高等特別支援学校
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）

横浜市立二つ橋高等特別支援学校

2011/5/6

川崎市立聾学校
ボランティアコンサート（木管五重奏）

川崎市立聾学校

2011/5/9 昼のコンサート「神奈川被災者コンサート」

以下2011/4/17（中心子どもの家）と同じ

とどろきアリーナ 研修室1

中山晋平／篠原敬介 編
県立相模原養護学校
2011/5/10
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）

神奈川県立相模原市養護学校

2011/5/10

横須賀市立養護学校
ボランティアコンサート（金管五重奏）

横須賀市立養護学校

2011/5/10

横浜市大付属病院 福浦院内学級
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）

横浜市大付属病院 福浦院内学級

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

2011/5/13

2011/5/16
2011/5/16
2011/5/17
2011/5/17
2011/5/18
2011/5/18

【震災チャリティ・減額】
東北復興支援チャリティコンサート

県立茅ヶ崎養護学校
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）
県立三ツ境養護学校ボランティアコンサート（木管五
横浜市民病院 院内学級
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）
神奈川県立平塚養護学校
ボランティアコンサート（木管五重奏）
神奈川県立岩戸養護学校
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）
神奈川県立鎌倉養護学校
ボランティアコンサート（金管五重奏）

ベートーヴェン、藤澤ノリマサ／藤野浩
バッハ／藤野浩一 編
ショパン／藤野浩一 編
賛美歌／藤野浩一 編
チャップリン／藤野浩一 編
モリコーネ／藤野浩一 編
S.ホーン／藤野浩一 編
ケンプフェルト／藤野浩一 編
ストレイホーン／藤野浩一 編
Vn：神谷未穂 Pf：国府弘子
G.マクダーモット／藤野浩一 編
Vo：香西かおり、サーカス、Jammin’
玉置浩二／藤野浩一 編
Zed、シルビア・グラブ、原田真二、藤澤
馬飼野康二／藤野浩一 編
ノリマサ、松崎しげる、渡辺真知子
原田真二／藤野浩一 編
森山良子／藤野浩一 編
原田真二／藤野浩一 編
馬場俊英／藤野浩一 編
渡辺真知子／藤野浩一 編
藤澤ノリマサ／佐藤泰将 編
R.ロヴランド／藤野浩一 編
山田耕筰、岡野貞一／藤野浩一 編
いずみたく／藤野浩一 編

神奈川県民ホール

藤野浩一

神奈川県立茅ヶ崎養護学校

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

神奈川県立三ツ境養護学校

以下2011/4/17（中心子どもの家）と同じ

横浜市民病院院内学級

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

神奈川県立平塚養護学校

以下2011/4/17（中心子どもの家）と同じ

神奈川県立岩戸養護学校

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

神奈川県立鎌倉養護学校

以下2011/5/10（横須賀市立養護学校）と同じ
バッハ
モーツァルト

2011/5/19

【震災チャリティー・無償】
神奈川フィルチャリティコンサート

海老名市役所 1階 エントランス

R.ロジャーズ
いずみたく
岡野貞一

神奈川県立秦野養護学校
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）
神奈川県立武山養護学校
2011/5/19
ボランティアコンサート（金管五重奏）
2011/5/19

2011/5/21 ヴィアマーレ・ファミリー

2011/5/24

【震災チャリティー・無償】
神奈川フィルチャリティコンサート

神奈川県立秦野養護学校

以下2011/4/17（中心子どもの家）と同じ

神奈川県立武山養護学校

以下2011/5/10（横須賀市立養護学校）と同じ

はまぎんホール ヴィアマーレ

モーツァルト
モーツァルト／青島広志 編
バッハ／青島広志 編
ヴィヴァルディ
ロッシーニ
オッフェンバック
リムスキー＝コルサコフ
エルガー
ブラームス
ビゼー
久石譲
バッハ
モーツァルト
エルガー
ブラームス

青島広志

綾瀬市役所 1階 市民ホール

中山晋平／篠原敬介 編
2011/5/28 第272回 定期演奏会
神奈川県立金沢養護学校
2011/5/30
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）
横浜市立新治特別支援学校
2011/5/30
ボランティアコンサート（弦楽四重奏）
横浜市立日野中央支援学校
2011/5/30
ボランティアコンサート（金管五重奏）
2011/6/3 聖響音楽堂
2011/6/24 第273回 定期演奏会

2011/6/27

【震災チャリティー・無償】昼のロビーコンサート
「神奈川フィル東北復興チャリティコンサート」

いずみたく
マーラー

横浜みなとみらいホール

金聖響

神奈川県立金沢養護学校

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

横浜市立新治特別支援学校

以下2011/4/17（ポート金が谷）と同じ

横浜市立日野中央支援学校

以下2011/5/10（横須賀市立養護学校）と同じ

神奈川県立音楽堂

金聖響

Fl：山田恵美子

横浜みなとみらいホール

現田茂夫

Pf：外山啓介

イオンモール大和 1階ライトコート

モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
團伊玖磨
ラフマニノフ
チャイコフスキー
バッハ
モーツァルト
葉加瀬太郎
ピアソラ
北川悠仁
いずみたく

希望の歌（交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」から）
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
愛情物語
アメイジング・グレイス
Smile
映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ
Here's to life
L-O-V-E
A列車で行こう
輝く星座（Aquarius／Let The Sunshine In）
無言坂
愛のメモリー
大和～YAMATO The Global Harmony～
家族写真
Imagine
スタートライン～新しい風
かもめが翔んだ日
愛の奇跡
You Raise Me Up
赤とんぼ～ふるさと
見上げてごらん夜の星を

管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K.370（368b）
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー～「サウンド・オブ・ミュージック」「私のお気に入り」「ドレミの
歌」「ひとりぼっちの羊飼い」「エーデルワイス」
見上げてごらん夜の星を
ふるさと

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
ピアノ・ソナタ イ長調 K.331 「トルコ行進曲つき」 第3楽章
「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻」から 「メヌエット ト長調」 BWV Anh.114
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1～4番（四季）
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
喜歌劇「天国と地獄」から 序曲～カンカン
歌劇「皇帝サルタンの物語」から 「熊ん蜂の飛行」
愛のあいさつ 作品12
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285
愛のあいさつ 作品12
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
中山晋平 童謡メドレー～「砂山」「シャボン玉」「雨降りお月さん」「背くらべ」「うさぎのダンス」「黄金
虫」「あの町この町」「るてる坊主」
見上げてごらん夜の星を

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 K.527
フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313（285c）
交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
交響曲 第1番
パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
オーボエ四重奏曲 ヘ長調 K.370（368b）
情熱大陸のテーマ
リベルタンゴ
夏色
見上げてごらん夜の星を

2011/7/9 聖響音楽堂

神奈川県立音楽堂

金聖響

Ob：鈴木純子

Pf：長富彩
2011/7/16 おしゃべりコンサート

小田原市民会館

青島広志

Ｐf：長富彩
2011/7/17 おしゃべりコンサート

2011/7/21

【震災チャリティー・無償】
街かどコンサート（東北復興チャリティコンサート）

2011/8/21 おしゃべりコンサート
2011/8/22 おしゃべりコンサート
2011/9/10

万国橋倉庫ブルーダル基金コンサート
（弦楽四重奏）

よこすか芸術劇場

青島広志

相模原市役所 本館 1階ロビー

横浜みなとみらいホール
テアトロ・ジーリオ・ショウワ

横浜みなとみらいホール

2011/9/18 県庁大会議場ブルーダル基金コンサート

神奈川県庁大会議場

ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a）
オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314（285d）
交響曲 第40番 ト短調 K.550
プリンク，プランク，プルンク
交響曲 第45番 嬰ヘ短調 「告別」 第4楽章
ラ・カンパネラ
ピアノ・ソナタ イ長調 K.331 「トルコ行進曲つき」
きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
「展覧会の絵」より「キエフの大門」
歌劇「カルメン」 から 「前奏曲」
バレエ組曲「ガイーヌ」から 「剣の舞」
バレエ音楽「白鳥の湖」から 「情景」
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から 「ワルツ」
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71から 「あし笛の踊り」「金平糖の精の踊り」
ボレロ
プリンク，プランク，プルンク
交響曲 第45番 嬰ヘ短調 「告別」 第4楽章
ラ・カンパネラ
ラプソディ・イン・ブルー
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
「展覧会の絵」より「キエフの大門」
歌劇「カルメン」 から 「前奏曲」
バレエ組曲「ガイーヌ」から 「剣の舞」
バレエ音楽「白鳥の湖」から 「情景」
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から 「ワルツ」
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71から 「あし笛の踊り」「金平糖の精の踊り」
ボレロ
歌劇「タイス」から 「瞑想曲」
ガヴォット
2つのヴァイオリンのための協奏曲 から 第1楽章
歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のいとしいお父さん」
チャールダーシュ
映画「魔女の宅急便」から 「海の見える街」
映画「オズの魔法使い」から 「虹の彼方に」

モーツァルト
ボッケリーニ
ハイドン
エルガー
ハーライン／宮崎隆 編
アブレウ／野本洋介 編
グルダ
ニルセン
シベリウス
ラヴェル
R.ロジャーズ／中山博之編
アイルランド民謡／中川良平 編
アメリカ民謡／藤野浩一 編

久石譲
久石譲
J.シュトラウス I
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」
メヌエット
弦楽四重奏曲 第77番 ハ長調 作品76-3 「皇帝」 第2楽章
愛のあいさつ 作品12
映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
ティコ・ティコ
チェロと吹奏楽のための協奏曲
ヴァイオリン協奏曲 作品33
祝祭アンダンテ
スペイン狂詩曲
「サウンド・オブ・ミュージック」から 「ドレミの歌」
ロンドンデリーの歌
わらの中の七面鳥
ディズニーミュージック・コレクション～「Baby Mine」「ハイ・ホー」「口笛吹いて働こう」「いつか王子
様が」「狼なんか怖くない」「星に願いを」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
Divertimento １ Allegro con spirito
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「カルメン」 から 「前奏曲」
カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）
トランペット吹きの休日
踊る子猫
ミッキーマウス・マーチ
ディズニー・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」
「チム・チム・チェリー」「ビビディ・バビディ・ブー」「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」「ハイ・ホー」「ミッキー
マウス・マーチ」「小さな世界」
映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ラデツキー行進曲 作品228
交響曲 第29番 イ長調 K.201（186a）

モーツァルト

レクイエム ニ短調 K.626

モーツァルト
モーツァルト
ラヴェル
チャイコフスキー
マスカーニ
ベートーヴェン

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
亡き王女のためのパヴァーヌ
セレナード ハ長調 作品48 第2楽章
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50

以下2011/7/17と同じ
以下2011/7/17と同じ

横浜万国橋倉庫 1階

2011/9/16 第274回 定期演奏会

モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
アンダソン
ハイドン
リスト
モーツァルト
モーツァルト
エルガー
ムソルグスキー
ビゼー
ハチャトゥリヤン
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ラヴェル
アンダソン
ハイドン
リスト
ガーシュイン
エルガー
ムソルグスキー
ビゼー
ハチャトゥリヤン
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ラヴェル
マスネ
ゴセック
バッハ
プッチーニ
モンティ
久石譲
アーレン

下野竜也

Vc：山本裕康
Vn：石田泰尚

コノエ ヒデタケ 編
久石譲／丸山和範 編
ハイドン
J.シュトラウス I
ビゼー
L.モーツァルト
アンダソン
アンダソン
ドッド

2011/10/2 ファミリークラシック

神奈川県立音楽堂

堀俊輔
倉知竜也 編

2011/10/7 第275回 定期演奏会
2011/10/9 ファミリークラシック
2011/11/12 ファミリークラシック

2011/11/17 ブルーダルコンサート

横浜みなとみらいホール

金聖響

仙石原文化センター
川崎市宮前市民館

以下2011/10/2と同じ
以下2011/10/2と同じ

はまぎんホール ヴィアマーレ

金聖響

Sp：森麻季 MS：林美智子
Tn：吉田浩之 Br：青山貴

2011/12/2 第276回 定期演奏会

横浜みなとみらいホール

広上淳一

Vn：三浦文彰

ブラームス
チャイコフスキー
ドヴォルザーク
アンダソン
アメリカ民謡／高山直也 編
D.ユーバー
R.ロジャーズ
エルガー

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第8番 ト長調 作品88
トランペット吹きの子守歌
Christmas Crackers～「A Carol Fantasy」「Deck the Halls」「クリスマスおめでとう（We Wish You A
Merry Christmas）」「ジングル・ベル」
聖者の行進
ある日の草競馬
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「テーマ」「ドレミの歌」「エーデルワイス」
愛のあいさつ 作品12

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ビゼー
L.モーツァルト
アンダソン
アンダソン
アンダソン
J.マークス
グルーバー
ドッド
久石譲

歌劇「カルメン」 から 「前奏曲」
カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）
踊る子猫
そりすべり
クリスマス・フェスティバル
赤鼻のトナカイ
きよしこの夜
ミッキーマウス・マーチ
映画「崖の上のポニョ」から 「崖の上のポニョ」

J.アイヴソン 編
県庁大会議場ブルーダル基金コンサート
2011/12/18
（金管五重奏）

神奈川県庁大会議場

2011/12/23 第九特別演奏会 ベートーヴェン／第9

神奈川県民ホール

金聖響

2011/12/24 ファミリークラシック

関内ホール

伊藤翔

2011/12/26 ファミリークラシック

グリーンホール相模大野大ホール

伊藤翔

Sp：森麻季 MS：押見朋子
Tn：岡田尚之 Bs：黒田博

以下2011/10/2と同じ
四季を彩る詩 ～フェリスゆかりの作曲家たち～ ～「花の街」「夏の思い出」「小さい秋見つけた」
「むかし博士らが」
チマローザ
2本のフルートのための協奏曲 ト長調 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ズ 変ホ長調 作品22
独奏：フェリス女学院大学在学生、卒業
サラサーテ
ツィゴイネルワイゼン 作品20
生
プーランク
2台のピアノと管弦楽のための協奏曲
ビゼー
歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
ラヴェル
ピアノ協奏曲 ト長調
ビゼー
「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
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
サティ
ジュ・トゥ・ヴ（喫茶店の音楽から）
エルガー
愛のあいさつ 作品12
團伊玖磨／大橋晃一 編
花の街
久石譲／松原幸広 編
映画「となりのトトロ」から 「となりのトトロ」
ハーライン／宮崎隆 編
映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
槇原敬之
世界に一つだけの花
R.A.ホワイティング／藤野浩一 編
ハリウッド万歳
チャップリン／藤野浩一 編
スマイル（映画「モダンタイムス」から）～テリーのテーマ（エターナリー）（映画「ライムライト」から）
ハーライン／藤野浩一 編
映画「ピノキオ」から 「星に願いを」
ロータ
映画「ゴッドファーザー」から 「愛のテーマ」
J.ホーナー／藤野浩一 編
映画「アメリカ物語」から 「Somewhere Out There」
C.アズナヴール
映画「ノッティングヒルの恋人」から 「She」
マンシーニ／藤野浩一 編
ストリングス・オブ・ファイア
Vn：川井郁子 Vo：藤澤ノリマサ
B.クリュー＋B.ゴーディオ／藤野浩一 編 君の瞳に恋してる
ロドリーゴ
愛のアランフェス（レッド・ヴァイオリン）
ピアソラ
リベルタンゴ
長岡成貢
Melodia ～君に捧げる愛の歌～
編曲
カンツォーネメドレー～「サンタ・ルチア」「オ・ソレ・ミオ」「フニクリ・フニクラ」「帰れソレントへ」
プッチーニ／藤澤ノリマサ 編
Vincero（歌劇「トゥーランドット」から）
カッチーニ／藤澤ノリマサ 編
地図のない道（アヴェ・マリアから）
ベートーヴェン、藤澤ノリマサ／藤野浩 希望の歌（交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」から）
R.シュトラウス
交響詩「ドン・ファン」 作品20
Vn：松田理奈
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
グリンカ
歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
Pf：三舩優子
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1番 ハ短調 作品68
岡島雅興 編

2012/1/7 フレッシュコンサート

2012/1/15

県庁大会議場ブルーダル基金コンサート
（弦楽四重奏）

テアトロ・ジーリオ・ショウワ

伊藤翔

神奈川県庁大会議場

2012/1/21 ポップスコンサート

神奈川県民ホール

藤野浩一

2012/1/28 第277回 定期演奏会

横浜みなとみらいホール

サッシャ・ゲッツェル

2012/2/4 名曲コンサート

神奈川県民ホール

サッシャ・ゲッツェル

2012/2/5 名曲コンサート

グリーンホール相模大野大ホール

以下2012/2/4と同じ

2012/2/17 第278回 定期演奏会

横浜みなとみらい大ホール

金聖響

2012/2/28 かなフィル ファン感謝コンサート

神奈川県立音楽堂

金聖響

2012/2/28 かなフィル ファン感謝コンサート

以下2012/2/28と同じ

2012/3/3 聖響音楽堂シリーズ モーツァルト・シリーズ 第3回

神奈川県立音楽堂

金聖響

2012/3/10 第279回 定期演奏会

横浜みなとみらい大ホール

金聖響

2012/3/18 ファミリークラシック

平塚市民センター 大ホール

伊藤翔

2012/3/18

県庁大会議場ブルーダルコンサート
（木管五重奏）

神奈川県庁大会議場

Pf：横山幸雄

Cl：齋藤雄介

歌・司会：彌勒忠史、室伏美由紀

ベートーヴェン
マーラー
J.シュトラウス
ハチャトゥリヤン
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ワーグナー

ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
喜歌劇「こうもり」序曲
組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から 「ワルツ」「ローズ・アダージョ」
歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
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

モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
以下2011/10/2と同じ
アンダソン
ダンツィ
アイルランド民謡
久石譲
J.シュトラウス I

歌劇「魔笛」序曲 K.620
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
序曲「コリオラン」 作品62
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
舞踏会の美女
木管五重奏曲 変ロ長調 作品56-1
ロンドンデリーの歌
映画「魔女の宅急便」から 「海の見える街」
ラデツキー行進曲 作品228

セントラル愛知交響楽団
公演日

公演名

2011/4/21 第79回日本音楽コンクール受賞記念演奏会

公演会場

愛知県芸術劇場 コンサートホール

指揮者

松尾葉子

ソリスト／共演
Vn：山根一仁
Fl：竹山愛
Sp：朴瑛実
Pf：吉田友昭

2011/5/13 第112回 定期演奏会

2011/5/14 第17回 岩倉定期演奏会

三井住友海上しらかわホール
岩倉市総合体育文化センタ
多目的ホール

2011/5/28 君恋し 大須歌謡ラプソディー

大須演芸場

2011/5/28 君恋し 大須歌謡ラプソディー
2011/5/29 君恋し 大須歌謡ラプソディー
2011/5/29 君恋し 大須歌謡ラプソディー

以下2011/5/28と同じ
以下2011/5/28と同じ
以下2011/5/28と同じ

齊藤一郎

Fl：磯貝俊幸 Ob：安原太武郎
Fg：大津敦 Hr：川尻登夢

齊藤一郎

Fl：磯貝俊幸 Ob：安原太武郎
Fg：大津敦 Hr：川尻登夢

三井住友海上しらかわホール

松尾葉子

2011/7/15 第114回 定期演奏会

愛知県芸術劇場 コンサートホール

齊藤一郎

2011/7/29 コンチェルトシリーズNo.32

愛知県芸術劇場 コンサートホール

齊藤一郎

2011/7/30 コンチェルトシリーズNo.33

愛知県芸術劇場 コンサートホール

齊藤一郎

Sax：堀江裕介
Pf：広瀬悦子

三井住友海上しらかわホール

2011/8/6 まるごとしらかわの日

三井住友海上しらかわホール

曲名
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
フルート協奏曲
抒情的物語「ルサルカ」 作品114から 「月に寄せる歌」
献呈 作品10-1
オラトリオ「天地創造」から 「強き翼もて荒鷲は羽ばたき」
歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
歌劇「トロヴァトーレ」から 「恋はばら色の翼に乗って」
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
交響曲 第33番 変ロ長調 K.319

モーツァルト

協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9（C14.01）

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

協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9（C14.01）

モーツァルト
J.M.J. BOYER ＋V.B. SCOTTO
中山晋平
中山晋平
中山晋平
中山晋平
池田不二男
塩尻精八
内田元
万城目正
万城目正
佐々木俊一
L.サロニー
H.ウィリアムズ＋E.v.アルスタイン
服部良一
Vo：天野久美、石川保、加藤智、貞平純 服部良一
子、鈴木俊也、祖父江佳津子、津田文 服部良一
子、長坂佐代子、夏目久子、西川美子、 H.ウォーレン
藤田桂子、森本ふみ子
F.デーレ
佐々紅華
信時潔
古関裕而
林純平
阿部武雄
R.フリムル
鈴木静一
W.ドナルドソン
F.クルミット
古賀政男
古賀政男
古賀政男
古賀政男
古賀政男

2011/6/24 第113回定期演奏会

2011/8/6 まるごとしらかわの日

作曲／編曲
ハチャトゥリヤン
ニルセン
ドヴォルザーク
R.シュトラウス
ハイドン
ヘンデル
ヴェルディ
ラフマニノフ
バッハ
モーツァルト

古谷誠一

Pf：南谷悠子
Cb：高柳安佐子、望月康宏
Pf：伊藤香紀
Pf：石川愛子
Pf：朽名恭子
Pf：矢田由紀子

Pf：戸谷誠子、朝井大

イベール
トマジ
フロラン・シュミット
サン＝サーンス
リスト
ヤナーチェク
ブルックナー
ラヴェル
ボッテジーニ
ラフマニノフ
チャイコフスキー
ショスタコーヴィチ
グリーグ
アンダソン
文部省唱歌
プライアー
森田公一
マンシーニ
金井昌子
大山高輝
サン＝サーンス／山本雅士 編
湯山昭
ショパン
ベートーヴェン
ベートーヴェン

交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
モン巴里
波浮の港
愛して頂戴
鉾をおさめて
東京行進曲
雨に咲く花
女給の唄
春の唄
誰か故郷を思わざる
旅の夜風
島の娘
山の人気者
りんごの木の下で
別れのブルース
蘇州夜曲
湖畔の宿
上海リル
すみれの花咲く頃
君恋し
海ゆかば
露営の歌
天国に結ぶ恋
国境の町
蒲田行進曲
タバコ屋の娘
私の青空
洒落男
影を慕いて
酒は涙か溜息か
丘を越えて
二人は若い
東京ラプソディ

室内管弦楽のためのディヴェルティメント
サクソフォン協奏曲
バレエ組曲「サロメの悲劇」 作品50
交響詩「死の舞踏」 作品40
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
シンフォニエッタ
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」
ピアノ協奏曲 ト長調
グラン・デュオ・パッショーネ・アモローザ
パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
踊る子猫
こぎつね
口笛吹きと犬
パンダ・ダ･パヤ
ピンクパンサー
夢みる子猫
こだぬきポンポ
音楽物語「動物の謝肉祭」
あめふり熊の子
ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

2011/8/27 ハローオーケストラ

瑞穂区役所講堂

J.シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
L.モーツァルト

古谷誠一

ハーライン

トリッチ・トラッチ・ポルカ 作品214
鍛冶屋のポルカ 作品269
カッサシオン ト長調（おもちゃの交響曲）
「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」「ドレミの歌」「ひとりぼっ
ちの羊飼い」
映画「ピノキオ」から 「星に願いを」

野平一郎
シューベルト
ベートーヴェン
ブラームス
サン＝サーンス
モーツァルト
ショパン
飯田真樹
グリーグ
モーツァルト
ショパン
ベートーヴェン
チャイコフスキー
久石譲
マックス・スタイナー
クロード・ モルガン
A.ポップ
ストレイホーン
コフィールド
ボビー・ ヴィントン
中田喜直
見岳章
ビゼー
ヴァンハル
ベートーヴェン
石若雅弥
武満徹／岩城宏之 編
グバイドゥーリナ
高橋悠治
ペンデレツキ
ベートーヴェン

グリーティング・プレリュード（2011）
交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83 第2楽章
ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22 第3楽章
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466 第2楽章
ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 第3楽章
ピアノと管弦楽の為のバラード “3. 11”
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16 第1楽章
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467 第1楽章
ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11 第2楽章
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 第3楽章
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23 第3楽章
Stand Alone（NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」から）
映画「避暑地の出来事」から 「夏の日の恋」
オリーブの首飾り
恋は水色
A列車で行こう
トロンボナンザ
ミスター・ロンリー
ちいさい秋みつけた
川の流れのように
「アルルの女」 第2組曲から 「メヌエット」
コントラバス協奏曲 ニ長調 第1楽章
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
宮古市民歌
系図 ―若い人たちのための音楽詩―
イントロイトゥス ―ピアノ協奏曲
大阪1694年
シャコンヌ（2005）
ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

シベリウス
ベートーヴェン
ベートーヴェン
スーザ／山本雅士 編
ヴェルディ
ヴェルディ
プッチーニ

コーディル
ホルスト
モーツァルト
ベートーヴェン
ベートーヴェン
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
ヴァンハル
プッチーニ
洪蘭坡
カッチーニ
モーツァルト

交響曲 第5番 変ホ長調 作品82
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
星条旗よ永遠なれ
歌劇「椿姫」から 「乾杯の歌」
歌劇「トロヴァトーレ」から 「見よ，夜霧がはれて」
歌劇「蝶々夫人」から 「ある晴れた日に」
喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 序奏、「ダニーロの登場の歌（おお祖国よ）」「ヴィリアの歌」「MarschSeptett」「Duett」「Schlussgesang」
歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「アメリカ」 「マリア！」「何かが起こりそう」「素敵な気持ち」「クー
ル」「One Hand, One Heart」「トゥナイト」
バンドのための民話
組曲「惑星」 作品32から 「木星」
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第7番 イ長調 作品92
セレナード 第4番 ニ長調 K.203（189b） 第4楽章
ピアノ協奏曲 第12番 イ長調 K.414（385p）
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216
交響曲 第40番 ト短調 K.550
セレナード 第4番 ニ長調 K.203（189b） 第4楽章
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 第1楽章
コントラバス協奏曲 ニ長調 第1楽章
歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のいとしいお父さん」
鳳仙花
アヴェ・マリア
交響曲 第40番 ト短調 K.550

ハイドン

オラトリオ「天地創造」

木下正道
水野みかこ
バッハ／野平一郎 編

「問いと炎 II 」 リコーダー、チェロとオーケストラのための（世界初演）
レオダマイヤ～筝と尺八のために（管弦楽版初演）
ゴルトベルク変奏曲 BWV988

R.ロジャーズ
2011/8/27 ハローオーケストラ
2011/8/28 ハローオーケストラ
2011/8/28 ハローオーケストラ
2011/9/2 第115回 定期演奏会

以下2011/8/27と同じ
千種文化小劇場
千種文化小劇場

以下2011/8/27と同じ
以下2011/8/27と同じ

三井住友海上しらかわホール

山田和樹
Pf：田中麻侑子
Pf：杉山ありさ
Pf：鈴木杏莉
Pf：水野沙緒理
Pf：村瀬文菜
Pf：伊藤紗弥
Pf：森菜摘
Pf：細江裕樹
Pf：本間彩香
Pf：三宅菜津子

2011/9/16 ピアノ協奏曲の祭典

三井住友海上しらかわホール

小松長生

2011/10/7 顔晴れ宮古！復興支援コンサート

宮古西中学校体育館

齊藤一郎

2011/11/4 第116回 定期演奏会

三井住友海上しらかわホール

齊藤一郎

Pf：高橋悠治

愛知県芸術劇場 コンサートホール

齊藤一郎

Pf：牧村沙保
Sp：森本典子 At：谷田育代
Tn：中井亮一 Br：木村聡

2012/1/13 第117回 定期演奏会

愛知県芸術劇場 コンサートホール

デリック・イノウエ

2012/1/15 第2回四日市定期演奏会

四日市市文化会館第1ホール

岩村力

2011/12/14 悠久の第九

Vn：島田真千子

Sp：馬場浩子 Tn：井原義則

レハール
ビゼー
バーンスタイン

2012/2/10

稲沢特別演奏会
名曲コンサート2012

2012/2/26 早春爛漫コンサート

稲沢市民会館中ホール

古谷誠一

Pf：中沖玲子

南相馬市民文化会館
ゆめはっと 大ホール

齊藤一郎

Pf：佐竹美奈子
Vn：篠原悠那
Cl：瀬戸和夫
Cb：榊原利修

2012/2/27 早春爛漫コンサート

福島県立川俣高等学校第1体育館

齊藤一郎
Vo：せいあLee

2012/3/16 第118回定期演奏会

三井住友海上しらかわホール

齊藤一郎

2012/3/25 地方都市オーケストラ・フェスティバル2011

すみだトリフォニーホール

齊藤一郎

Sp：大須賀園枝
Tn：波多野均 Br：末吉利行
リコーダー：鈴木俊哉 Vc：多井智紀
尺八：野村鋒山 箏：野村祐子

2012/3/31

オーケストラの日
～オーケストラで聴く “テレサ・テン”～

港文化小劇場

中村貴志
歌：国籐真理子

オッフェンバック
アーレン
葉加瀬太郎
ヴェルディ
ビゼー
服部良一
三木たかし
三木たかし
羽田健太郎
三木たかし
猪俣公章
三木たかし

喜歌劇「天国と地獄」序曲
映画「オズの魔法使い」から 「虹の彼方に」
情熱大陸
歌劇「椿姫」から 「乾杯の歌」
「アルルの女」 第2組曲から 「メヌエット」
蘇州夜曲
つぐない
時の流れに身をまかせ
渡る世間は鬼ばかりテーマ
別れの予感
空港
愛人

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
Pf：ヴァディム･ホロデンコ

2011/4/15 名フィル 第379回 定期演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

2011/4/16 名フィル 第379回 定期演奏会

以下2011/4/15と同じ

ドリアン･ウィルソン

2011/5/14 東日本大震災チャリティコンサート

中京大学文化市民会館
オーロラホール

竹本泰蔵

2011/5/20 名フィル 第380回 定期演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

マックス・ポンマー

2011/5/21 名フィル 第380回 定期演奏会

以下2011/4/15と同じ

Cl：亀井良信
Vn：島田真千子
Pf：広瀬悦子
Va：川本嘉子

Vn：安田理沙
名古屋市小学生のためのコンサート
2011/5/24
「オーケストラを楽しもう！」

2011/5/25

名古屋市小学生のためのコンサート
「オーケストラを楽しもう！」

中井章徳

小林研一郎

2011/6/17 名フィル 第381回 定期演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

ダグラス・ボイド

2011/6/18 名フィル 第381回 定期演奏会
第26回 市民会館名曲シリーズ
2011/6/26
チャイコフスキー・ツィクルス I

以下2011/6/17と同じ
中京大学文化市民会館
オーロラホール

2011/7/3

名古屋フィルハーモニー交響楽団
「夢いっぱいの特等席」チャリティコンサート

Sp：市原愛 Tn：志田雄啓

Vn：松山冴花

円光寺雅彦

名古屋市公会堂

堀俊輔

2011/7/8 名フィル 第382回 定期演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

ティエリー・フィッシャー

Hrp：吉野直子

2011/7/9 名フィル 第382回 定期演奏会

以下2011/7/8と同じ
Vc：遠藤真理 Vn：川久保賜紀
Pf：三浦友理枝

2011/7/16
2011/7/29

交響詩「ドン・ファン」 作品20
死の舞踏
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」
バレエ組曲「ロメオとジュリエット」

曲名

バッハ
モーツァルト
メンデルスゾーン
シューマン
ブルッフ
チャイコフスキー
シェーンベルク
シューマン
ワーグナー
ワーグナー

管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 第3楽章
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 第2、3楽章
ピアノ協奏曲 イ短調 作品54 第1楽章
ヴィオラと管弦楽のためのロマンス ヘ長調 作品85
交響曲 第5番 ホ短調 作品64 第4楽章
浄められた夜 作品4
交響曲 第2番 ハ長調 作品61
歌劇「ローエングリン」 第1幕への前奏曲
歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲

グリンカ
アンダソン
ラロ
ビゼー
ビゼー
ビゼー
ビゼー
カジノユキ 編
久石譲

歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ブルー･タンゴ
スペイン交響曲（ヴァイオリン協奏曲 第2番） ニ短調 作品21 第1楽章
歌劇「カルメン」から 「ハバネラ」
歌劇「カルメン」間奏曲
歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
歌劇「カルメン」から 「ジプシーの踊り」
オーケストラで聴く日本の名曲「春夏秋冬」～「早春賦」「われは海の子」「紅葉」「雪」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」

ロッシーニ
ヴェルディ
ヴェルディ
プッチーニ
プッチーニ
プッチーニ
越谷達之助
新井満
リスト
スメタナ
ブリテン
アデス
シベリウス

歌劇「セビーリャの理髪師」序曲
歌劇「椿姫」から 「ああ，そはかの人か～花から花へ」
歌劇「椿姫」から 「乾杯の歌」
歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のいとしいお父さん」
歌劇「トスカ」から 「星は光りぬ」
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
初恋
千の風になって
ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
シンフォニア・ダ・レクイエム 作品20
ヴァイオリン協奏曲 作品24 「同心円の道」
交響曲 第2番 ニ長調 作品43

チャイコフスキー
チャイコフスキー
リスト
J.シュトラウス
ベルリオーズ
グリーグ
グリーグ
グリーグ
ボブ佐久間
カジノユキ 編
外山雄三
ヒナステーラ
ヒナステーラ
ラヴェル
R.シュトラウス

交響曲 第1番 ト短調 作品13 「冬の日の夢想」
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
交響詩「前奏曲」
雷鳴と稲妻 作品324
劇的物語「ファウストの劫罰」 作品24から 「ハンガリー行進曲」
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「アニトラの踊り」
「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」
インストゥルメンタル・ブルース
オーケストラで聴く日本の名曲「夏」～「海」「たなばたさま」「手のひらを太陽に」
管弦楽のためのラプソディ
バレエ組曲「エスタンシア」 作品8a
ハープ協奏曲 作品25
ラ・ヴァルス
組曲「ばらの騎士」 作品59

ベートーヴェン

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56

ベートーヴェン
シューベルト
シューベルト
シューベルト

交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
歌劇「サラマンカの友人たち」序曲 D.326
交響曲 第1番 ニ長調 D.82
交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」

第1番
第1番
第1番
第1番
第2番
第2番
第2番
第2番
第3番
第3番

作品64bisから 「メヌエット」
作品64bisから 「仮面」
作品64bisから 「ロメオとジュリエット」
作品64bisから 「タイボルトの死」
作品64terから 「モンタギュー家とキャピレット家」
作品64terから 「少女ジュリエット」
作品64terから 「踊り」
作品64terから 「ジュリエットの墓の前のロメオ」
作品101から 「朝の踊り」
作品101から 「ジュリエットの死」

以下2011/5/24と同じ

愛知県芸術劇場
コンサートホール

2011/6/9

オービック・スペシャル・コンサート2011
「コバケンのオーケストラを聴こう！」

中京大学文化市民会館
オーロラホール

作曲／編曲
R.シュトラウス
リスト
プロコフィエフ
プロコフィエフ
プロコフィエフ
プロコフィエフ
プロコフィエフ
プロコフィエフ
プロコフィエフ
プロコフィエフ
プロコフィエフ
プロコフィエフ

コバケン・スペシャル Vol.22
ベートーヴェン・セレクション I

愛知県芸術劇場
コンサートホール

小林研一郎

しらかわシリーズ Vol.17
シューベルト・ツィクルス

三井住友海上しらかわホール

鈴木秀美

2011/7/30 名フィルの日2011

2011/8/5 サマー・ポップスコンサート2011

D.ドルフ
G.ハートレー
チック・コリア
コダーイ
ピアソラ
ピアソラ
ピアソラ
ピアソラ
シューベルト
ブラームス
ショスタコーヴィチ
バーバー
ハイドン
ガーシュイン
ガーシュイン
シューベルト
シューベルト
シューマン
スティーヴンソン
ブラームス
シューベルト
プーランク
ロッシーニ
ロッシーニ
モーツァルト
アーノルド
カールマン／吉田浩司 編
カールマン／吉田浩司 編
中田貴直
いずみたく／ボブ佐久間 編
谷村新司／ボブ佐久間 編
R.ロジャーズ／ボブ佐久間 編
ロウ／ボブ佐久間 編
B.アンダーソン＋S.アンダーソン＋B.ウ
ルヴァース／ボブ佐久間 編
長万部太郎／ボブ佐久間 編
レノン／ボブ佐久間 編
R.ロヴランド／ボブ佐久間 編
ジョエル／ボブ佐久間 編
竹内まりや／ボブ佐久間 編
米山正夫／ボブ佐久間 編
Ｊ.モラーリ／ボブ佐久間 編
小林亜星／ボブ佐久間 編
つんく♂／ボブ佐久間 編
水森英夫／ボブ佐久間 編
山本正之／ボブ佐久間 編
中山晋平／ボブ佐久間 編

三井住友海上しらかわホール

中京大学文化市民会館
オーロラホール

ボブ佐久間

2011/9/10 名フィル 第383回 定期演奏会

2011/9/21 「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート 名古屋公演

2011/9/21 「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート 名古屋公演
第27回 市民会館名曲シリーズ
2011/9/28
チャイコフスキーツィクルス2
2011/10/6 コバケン・スペシャル Vol.23
2011/10/11 「夢いっぱいの特等席」刈谷公演2011

愛知県芸術劇場
コンサートホール

川瀬賢太郎

マリア・フォシュストローム（コントラル

ダンシング・クイーン

ガーシュイン
伊藤英康
マーラー
ニルセン

WAになっておどろう
イマジン
You Raise Me Up
素顔のままで
元気を出して
三百六十五歩のマーチ
YOUNG MAN（Y.M.C.A.）
ガッチャマンの歌
LOVEマシーン
きよしのズンドコ節
燃えよドラゴンズ
東京音頭
ガーシュイン・メドレー2011～「私の彼氏」「ス・ワンダフル」「魅惑のリズム」「誰かが私を見つめて
る」「愛は永遠に」「スーン」「ベス、お前は俺の女」「アイ・ラブ・ユー、ポーギー」「サマータイム」「
パリのアメリカ人
交響詩「ぐるりよざ」
亡き子をしのぶ歌
交響曲 第4番 作品29 「不滅」

ドヴォルザーク
ブラームス
J.シュトラウス
青谷良明 編
アメリカ民謡／吉田浩司 編
カジノユキ 編
チャイコフスキー

スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ピツィカート・ポルカ
動物メドレー～「ぞうさん」「アイアイ」「犬のおまわりさん」「山の音楽家」
シンフォニック「森のくまさん」
オーケストラで聴く日本の名曲「春夏秋冬」～「早春賦」「われは海の子」「紅葉」「雪」
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
チャイコフスキー
ベートーヴェン
ベートーヴェン

交響曲 第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」

ラヴェル
ショーソン
シャスラン
シャスラン
シャスラン
シャスラン
シャスラン
ビゼー
ビゼー
ビゼー
ビゼー
ビゼー
ビゼー
ビゼー

亡き王女のためのパヴァーヌ
愛と海の詩 作品19
歌劇「嵐が丘」より序曲
歌劇「嵐が丘」より「幼いキャシーのアリア」
歌劇「嵐が丘」より「ジプシーの踊り」
歌劇「嵐が丘」より「キャシーの愛のアリア」
歌劇「嵐が丘」より「キャシーの死のアリア」
「カルメン」組曲から 「前奏曲」
「カルメン」組曲から 「間奏曲」
「カルメン」組曲から 「セギディーリャ」
「カルメン」組曲から 「ハバネラ」
「カルメン」組曲から 「夜想曲」
「カルメン」組曲から 「闘牛士の歌」
「カルメン」組曲から 「ジプシーの踊り」

ガーシュイン／ボブ佐久間 編

2011/9/9 名フィル 第383回 定期演奏会

It Takes Four to Tango
Fantasia on a British Tea-Song
スペイン
セレナード ヘ長調 作品12
「ブエノス・アイレスの四季」から 「ブエノスアイレスの夏」
オブリビオン（忘却）
アディオス・ノニーノ
エスクアロ（鮫）
五重奏曲 イ長調 D.667 「ます」
クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115
弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 作品122
弦楽四重奏曲 ロ短調 作品11
ディヴェルティメント
歌劇「ポーギーとベス」から 「サマー・タイム」
スワニー
グラーツのギャロップ D.925
八重奏曲 ヘ長調 D.803 第1、5楽章
ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44
ディヴェルティメント
弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 作品111
交響曲 第5番 変ロ長調 D.485 第1楽章
六重奏曲
弦楽のためのソナタ 第1番 ト長調
弦楽のためのソナタ 第3番 ハ長調
フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285
オーボエ四重奏曲 作品61
喜歌劇「チャールダーシュの女王（侯爵夫人）」序曲
喜歌劇「チャールダーシュの女王（侯爵夫人）」から 「私の故郷は山にある」
夏の思い出
見上げてごらん夜の星を
いい日旅立ち
「王様と私」から 「Shall We Dance?」
「マイ・フェア・レディ」から 「踊り明かそう」

以下2011/9/9と同じ

名古屋国際会議場
センチュリーホール

以下2011/9/21と同じ
中京大学文化市民会館
オーロラホール
愛知県芸術劇場
コンサートホール
刈谷市総合文化会館

吉田行地

小泉和裕
小林研一郎

Pf：仲道郁代

以下2011/9/21と同じ
Sp：砂川涼子

2011/10/21 名フィル 第384回 定期演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

2011/10/22 名フィル 第384回 定期演奏会

以下2011/10/21と同じ

フレデリック・シャスラン

2011/11/3

第28回 市民会館名曲シリーズ
チャイコフスキーツィクルス III

2011/11/18 名フィル 第385回 定期演奏会
2011/11/19 名フィル 第385回 定期演奏会
2011/12/2 名フィル 第386回 定期演奏会
2011/12/3 名フィル 第386回 定期演奏会

中京大学文化市民会館
オーロラホール

ロッセン・ゲルコフ

愛知県芸術劇場
コンサートホール

ゴロー・ベルク

以下2011/11/18と同じ
愛知県芸術劇場
コンサートホール
以下2011/12/2と同じ

高関健

Vn：アリーナ・イブラギモヴァ
ツィンバロン：崎村潤子

チャイコフスキー
交響曲 第3番 ニ長調 作品29 「ポーランド」
チャイコフスキー
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
ムソルグスキー／ショスタコーヴィチ 編 歌劇「ホヴァンシチナ」前奏曲 「モスクワ川の夜明け」
ショスタコーヴィチ
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77
コダーイ
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 作品35a
バルトーク
バレエ組曲「中国の不思議な役人」 作品19
ワーグナー
ブルックナー

楽劇「トリスタンとイゾルデ」から 「前奏曲と愛の死」
交響曲 第7番 ホ長調

アンダソン
ボブ佐久間 編

ウェイド、ジョン・フランシス／ボブ佐久
サルトーリ／ボブ佐久間 編
L.プリマ／ボブ佐久間 編
ボブ佐久間
ボブ佐久間
シューベルト／ボブ佐久間 編

そりすべり
神さまがスイングしたら…（神の御子は今宵しも）
クリスマス・キャロル・メドレー
～「諸人こぞりて」「ああベツレヘムよ」「天には栄え」「さやかに星はきらめき」「牧人ひつじを」「も
みの木」「アヴェ・マリア」「ひいらぎかざろう」「おめでとうクリスマス」
クリスマス! クリスマス!! クリスマス!!!～「鐘の歌」「ザ・クリスマス・ソング」「クリスマスを我が家で」
「クリスマス・イヴ」「赤鼻のトナカイ」「恋人がサンタクロース」「ウィンター・ワンダーランド」「ジング
ルベル」「サンタと天使が笑う夜」「サンタが街にやってくる」「あなたに楽しいクリスマスを」「ラス
ト・クリスマス」「ブルー・クリスマス」「ホワイト・クリスマス」
ラヴ・アット・ザ・ムーヴィーズVol.3～「『シンドラーのリスト』から メインテーマ」「野生のエルザ」
「愛と哀しみの果て」「 『ミッション』から ガブリエルのオーボエ」「『夕陽のガンマン』『死刑台のメロ
ディ』から 勝利への賛歌」「『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』から デボラのテーマ」「『荒
野の用心棒』から さすらいの口笛」「ゴッド・ファーザー」「ロミオとジュリエット」「太陽がいっぱい」
「『タイタニック』から ネヴァー・アン・アブソリューション」「サウザンプトン」「沈没」「マイ・ハート・
Adeste Fideles / O Come All Ye Faithful
タイム・トゥ・セイ・グッバイ
シング・シング・シング
ザ・エピトーム（縮図）～愛
交響詩「名古屋城」から 「エレジー1945」
アヴェ・マリア D.839

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ライナー・ホーネック

シューベルト
シューベルト
シューベルト
シューベルト

6つのドイツ舞曲 D.820
交響曲 第3番 ニ長調 D.200
ヴァイオリンと弦楽のためのロンド イ長調 D.438
交響曲 第4番 ハ短調 D.417 「悲劇的」

尾高忠明

マーラー

交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

ドヴォルザーク
ブラームス
ヤナーチェク

序曲「謝肉祭」 作品92
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
狂詩曲「タラス・ブーリバ」

ベートーヴェン
モーツァルト
シューベルト
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
青谷良明 編
カジノユキ 編
久石譲

交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章
交響曲 第33番 変ロ長調 K.319 第4楽章
交響曲 第5番 変ロ長調 D.485 第1楽章
スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章冒頭
動物メドレー～「ぞうさん」「アイアイ」「犬のおまわりさん」「山の音楽家」
オーケストラで聴く日本の名曲「春」～「春が来た」「朧月夜」「花」
「サウンド・オブ・ミュージック」セレクション～「マリア」「誰にも止められない」「私のお気に入り」「ド
レミの歌」「ひとりぼっちの羊飼い」「さようなら、ごきげんよう」「エーデルワイス」「すべての山に登
オーケストラストーリーズ「となりのトトロ」から 「さんぽ」

エルガー
エルガー
ワーグナー
R.シュトラウス

セレナード ホ短調 作品20
チェロ協奏曲 ホ短調 作品85
歌劇「タンホイザー」序曲
交響詩「死と変容」 作品24

チャイコフスキー
チャイコフスキー
ビゼー
ベートーヴェン
日本古謡
ヨーゼフ・シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲「マンフレッド」 作品58
歌劇「カルメン」 第1幕前奏曲
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章冒頭
さくらさくら
鍛冶屋のポルカ 作品269
アンネン・ポルカ 作品117
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314

ボブ佐久間 編

ボブ佐久間 編
2011/12/15 クリスマス・ポップスコンサート2011

愛知県芸術劇場
コンサートホール

ボブ佐久間
ボブ佐久間 編

2011/12/23

第29回 市民会館名曲シリーズ
第九演奏会

中京大学文化市民会館
オーロラホール

2011/12/24

第29回 市民会館名曲シリーズ
第九演奏会

以下2011/12/23と同じ

モーシェ・アツモン

Sp：大隈智佳子 MS：手嶋眞佐子
Tn：大澤一彰 Bs：戸山俊樹
合唱：愛知県合唱連盟
指揮・Vn：ライナー・ホーネック

しらかわシリーズ Vol.18
2012/1/21
シューベルト・ツィクルス II

三井住友海上しらかわホール

愛知県芸術劇場
コンサートホール
以下2012/1/27と同じ
2012/1/28 名フィル 第387回 定期演奏会
2012/2/10 「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート 名古屋公演 以下2011/9/21と同じ
2012/2/10 「夢いっぱいの特等席」福祉コンサート 名古屋公演 以下2011/9/21と同じ
2012/1/27 名フィル 第387回 定期演奏会

2012/2/17 名フィル 第388回 定期演奏会

愛知県芸術劇場
コンサートホール

2012/2/18 名フィル 第388回 定期演奏会

以下2012/2/17と同じ

2012/2/20 名古屋市会本会議場ミニコンサート

名古屋市本会議場

後藤龍伸

中川文化小劇場

吉田行地

2012/3/3

なごや子どものための巡回劇場
名フィルがやってきた！

小泉和裕

Vn：パク・ヘユン

R.ロジャーズ／R.ラッセル・ベネット 編
なごや子どものための巡回劇場
2012/3/3
名フィルがやってきた！
なごや子どものための巡回劇場
2012/3/4
名フィルがやってきた！
なごや子どものための巡回劇場
2012/3/4
名フィルがやってきた！
2012/3/9 名フィル 第389回 定期演奏会
2012/3/10 名フィル 第389回 定期演奏会
第30回 市民会館名曲シリーズ
2012/3/14
チャイコフスキー・ツィクルス IV

2012/3/31

「オーケストラの日」記念
親子コンサート「名フィルを楽しもう！」

以下2012/3/3と同じ
南文化小劇場

以下2012/3/3と同じ

以下2012/3/4と同じ
愛知県芸術劇場
コンサートホール
以下2012/3/9と同じ
中京大学文化市民会館
オーロラホール

名古屋市音楽プラザ

円光寺雅彦

Vc：山崎伸子

山田和樹

Vn：郷古廉

吉田行地

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

石川県立音楽堂 コンサートホール

金聖響

Vn：三浦文彰

2011/4/17 第10回北陸新人登竜門コンサート

石川県立音楽堂

井上道義

Pf：大野真理子
Pf：前垣内美帆
Pf：相良容子、田島睦子

2011/4/18 大震災からの復興支援コンサート

石川県立音楽堂

井上道義、山下一史

Vn：安永徹
共演：仙台フィルハーモニー管弦楽団

2011/4/4 第298回定期公演マイスター・シリーズ

2011/4/22 第299回 定期公演 フィルハーモニー・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

2011/4/29 La Folle Journee de kanazawa

石川県立音楽堂 コンサートホール

2011/5/2 La Folle Journee de Kanazawa

石川県立音楽堂 コンサートホール

2011/5/3 La Folle Journee de Kanazawa

石川県立音楽堂 コンサートホール

2011/5/3 La Folle Journee de Kanazawa

石川県立音楽堂 コンサートホール

2011/5/4 La Folle Journee de Kanazawa

石川県立音楽堂 コンサートホール

2011/5/4 La Folle Journee de Kanazawa

石川県立音楽堂 コンサートホール

2011/5/5 La Folle Journee de Tokyo
2011/5/5 La Folle Journee de Tokyo

東京国際フォーラム ホールC
東京国際フォーラム ホールC

2011/5/13 第300回 定期公演 フィルハーモニー・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

作曲／編曲
メンデルスゾーン
メンデルスゾーン
メンデルスゾーン
メンデルスゾーン
シューマン
モーツァルト
プーランク
グリンカ
バッハ
シューベルト
シューベルト
シベリウス
池辺晋一郎
渡辺俊幸
ドヴォルザーク

Vn：安永徹
モーツァルト
Pf：市野あゆみ、神永睦子
Vn：S.ブレンディス、江原千絵、V.ヒュー
安永徹
ヴィヴァルディ
ズ
ウェーベルン
ハイドン
シューベルト
Sop：森岡紘子
シューベルト
Ten：志田雄啓
シューベルト
井上道義
Bar：W.ホルツマイア
シューベルト
シューベルト
MC：三枝成彰
シューベルト
井上道義
Br：W.ホルツマイアー
シューベルト／鈴木行一 編
シューベルト
Sp：森岡紘子 Tn：志田雄啓
井上道義
シューベルト
合唱：OEK合唱団
シューベルト
井上道義
Vn：O.シャルリエ
ベートーヴェン
シューベルト
シューベルト
山田和樹
合唱：松原混声合唱団
ブラームス
Pf：M.ダルベルト
シューベルト／リスト 編
井上道義
シューベルト
以下2011/5/4（井上）と同じ
以下2011/5/4（山田）と同じ
ショスタコーヴィチ
井上道義
Vn：B.ベルキン
ショスタコーヴィチ
ショスタコーヴィチ
ボブ佐久間 編
J.バリー／ボブ佐久間 編
ヴァンゲリス／ボブ佐久間 編
C.B.セイガー＋D.フォスター／ボブ佐久
ボブ佐久間 編

2011/5/20 第301回定期公演ファンタジー・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

ボブ佐久間

Pf：松田真人
Bass：伊藤昌明 Dr：伊藤史朗

S.フェイン／ボブ佐久間 編
E.カルメン／ボブ佐久間 編
C.アズナヴール／ボブ佐久間 編
コンティ／ボブ佐久間 編
シルヴェストリ／ボブ佐久間 編
ロイド=ウェッバー／ボブ佐久間 編
ロイド=ウェッバー
ロイド=ウェッバー／ボブ佐久間 編
ロイド=ウェッバー／ボブ佐久間 編
ロイド=ウェッバー／ボブ佐久間 編
ボブ佐久間 編

2011/5/25 第302回 定期公演 フィルハーモニー・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

アレクサンダー・リープラ
イヒ

2011/5/26 小松定期公演

こまつ芸術劇場うらら 大ホール

アレクサンダー・リープラ
イヒ

Tp：R.フリードリヒ

賛美歌／ボブ佐久間 編
ペルト
ハイドン
ルトスワフスキ
ハルトマン
ペルト
ハイドン
ルトスワフスキ
ハイドン
ファッシュ

曲名
序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「スケルツォ」
交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」
ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調 K.503
2台のピアノと管弦楽のための協奏曲
歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
付随音楽「キプロスの女王ロザムンデ」 D.797から 「間奏曲 第3番 変ロ長調」
付随音楽「キプロスの女王ロザムンデ」 D.797から 「間奏曲 第1番 ロ短調」
交響詩「フィンランディア」 作品26
独眼竜政宗
颯流 (利家とまつ)
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
2台のピアノのための協奏曲（第10番） 変ホ長調 K.365（316a）
「調和の霊感」から 4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ロ短調 作品3-10 RV.580
弦楽四重奏より緩徐楽章
交響曲 第92番 ト長調 「オックスフォード」
五重奏曲 イ長調 D.667 「ます」
音楽に寄す D.547
セレナード 「聞け、青空にいるひばりを」 D.889
魔王 D.328
野ばら D.257
交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
連作歌曲集「冬の旅」 D.911
交響曲 第5番 変ロ長調 D.485
キリエ ヘ長調 D.66
キリエ ニ短調 D.49
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
交響曲 第3番 ニ長調 D.200
付随音楽「キプロスの女王ロザムンデ」 D.797から 羊飼いの合唱「野原を越えて」
悲歌 作品82
幻想曲 ハ長調 「さすらい人幻想曲」 D.760
交響曲 第2番 変ロ長調 D.125
バレエ組曲「黄金時代」 作品22a
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77
交響曲 第1番 ヘ短調 作品10
「００７」メドレー ～「ジェームズ・ボンドのテーマ」「ロシアより愛をこめて」「ゴールドフィンガー」
映画「野生のエルザ」から
映画「炎のランナー」から
映画「魔法の剣 キャメロット（Quest for Camelot）」から
映画音楽メドレー Love At The Movies Vol.2～「タラのテーマ」「エデンの東」「ライムライト」「ゴッド
ファーザー」「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」
映画「ブリジットジョーンズの日記」から 「All By Myself」
映画「ノッティングヒルの恋人」から
Gonna Fly Now (ロッキー)
映画「フォレストガンプ」から
ミュージカル「キャッツ」から 「メモリー」
「レクイエム」から 「Pie Jesu」
ミュージカル「エビータ」から 「アルゼンチンよ、泣かないで」
ミュージカル「ジーザス・クライスト・スーパースター」から 「I Don't Know How to Love Him」
「オペラ座の怪人」メドレー
Dreams at Disney～「いつか王子様が」「ハイ・ホー」「ミッキーマウス・マーチ」「アンダー・ザ・
シー」「星に願いを」「チム・チム・チェリー」「きらめく昼下がり」「スーパーカリフラジリスティックエク
アメイジング・グレイス
レナルトの追憶に
交響曲 第98番 変ロ長調
葬送音楽
交響曲 第4番
レナルトの追憶に
交響曲 第98番 変ロ長調
葬送音楽
トランペット協奏曲 変ホ長調
トランペット協奏曲

2011/6/2 平成23年度 児童・生徒音楽鑑賞教室

高岡市民会館

鈴木織衛

2011/6/2 平成23年度 児童・生徒音楽鑑賞教室
2011/6/3 平成23年度児童・生徒音楽鑑賞教室

以下2011/6/2と同じ
かほく市立宇ノ気中学校

以下2011/6/2と同じ

2011/6/8 第303回 定期公演 マイスター・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

板倉康明

2011/6/13 平成23年度 児童・生徒音楽鑑賞教室

野々市町文化会館

田久保裕一

2011/6/16 平成23年度 児童・生徒音楽鑑賞教室

白山市松任文化会館

田久保裕一

2011/6/16 平成23年度 児童・生徒音楽鑑賞教室

コスモアイル羽咋

以下2011/6/13と同じ

Pf：舘野泉

2011/6/17 平成23年度 児童・生徒音楽鑑賞教室

野々市町文化会館

田久保裕一

2011/6/17 平成23年度 児童・生徒音楽鑑賞教室

内灘町文化会館

以下2011/6/16（白山市）と同じ

2011/6/22 第304回 定期公演 フィルハーモニー・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

山田和樹

Dr：デイヴィッド・ジョーンズ

2011/6/26 L.カンタ リサイタル

石川県立音楽堂 コンサートホール

井上道義

Vc：L.カンタ

2011/6/29 平成23年度 児童・生徒音楽鑑賞教室

金沢市立木曳野小学校

井上道義

2011/6/29 平成23年度 児童・生徒音楽鑑賞教室

以下2011/6/29と同じ

2011/7/14 第305回 定期公演 ファンタジー・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

金聖響

2011/7/18 大阪公演

ザ・シンフォニーホール

金聖響

2011/7/23 ウィジョンブ公演

ウィジョンブ・アーツ・センター

井上道義

Vc：ユジョン・イ

2011/7/27 ゾンダーブルグ公演

アルシオン・コンサートホール

井上道義

Pf：F&F.エンダー

2011/7/28 キール公演

シュロス

以下2011/7/27と同じ

ドンジョヴァンニ：岩瀬昌弘
レポレッロ：藤川晃史
ドン・オッタヴィーオ：小林俊
ドンナ・アンナ：尾崎比佐子
エルヴィーラ：川中恵子
ツェルリーナ：田邉織恵
騎士長＆マゼット：楠木稔
脚本：響敏也 噺：笑福亭松喬

モーツァルト
アンダソン
アンダソン
バッハ
ヘンデル
シューベルト
ベートーヴェン
渡辺俊幸
ロータ／小泉貴久 編
久石譲／倉知竜也 編
中村八大／榊原栄 編
坂本浩美／松井孝夫、渡部学 編
J.シュトラウス I

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
プリンク，プランク，プルンク
踊る子猫
ブランデンブルグ協奏曲 第3番 ト長調 BWV1048 第3楽章
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
軍隊行進曲 ニ長調 作品51-1 D.733
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
永久の愛
映画「ゴッドファーザー」から 「愛のテーマ」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
上を向いて歩こう
旅立ちの日に
ラデツキー行進曲 作品228

シェーンベルク
吉松隆
リンドベルイ
アダムズ
モーツァルト
アンダソン
アンダソン
ヘンデル
ベートーヴェン
チャイコフスキー
K.バデルト
杉本竜一
J.シュトラウス I
アンダソン
アンダソン
ヘンデル
シューベルト
ブラームス
チャイコフスキー
H.ジマー
杉本竜一
J.シュトラウス I

室内交響曲 第1番 ホ長調 作品9
左手のためのピアノ協奏曲 「ケフェウス・ノート」
ジュビリーズ（2002）
室内交響曲
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
プリンク，プランク，プルンク
サンドペーパー・バレエ
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
セレナード ハ長調 作品48 第1楽章
Pirates of the Caribbean
Believe
ラデツキー行進曲 作品228
プリンク，プランク，プルンク
シンコペイテッド・クロック
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
軍隊行進曲 ニ長調 作品51-1 D.733
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
セレナード ハ長調 作品48 第1楽章
映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」から
Believe
ラデツキー行進曲 作品228

アンダソン
シューベルト
ベートーヴェン
ブラームス
H.ジマー
ドッド／榊原栄 編
久石譲／和田薫 編
J.シュトラウス I

プリンク，プランク，プルンク
軍隊行進曲 ニ長調 作品51-1 D.733
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」から
ミッキーマウス・マーチ
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ラデツキー行進曲 作品228

プロコフィエフ
ラヴェル
渡辺俊幸
プーランク
ファリャ
マルティヌー
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
グリーグ
J.シュトラウス
ベートーヴェン

交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」
組曲「クープランの墓」
Essay for Drums and Small Orchestra
2つの行進曲と間奏曲
バレエ組曲「三角帽子」 第1部
チェロ協奏曲 第2番
スラヴ舞曲集 第1集から ト短調 作品46-8
チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ポルカ「狩りにて」 作品373
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第4楽章

モーツァルト

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527

シューベルト
シューベルト
シューベルト
武満徹
ハイドン
中村八大／鈴木行一 編
ベートーヴェン
武満徹
バッハ
プーランク
ハイドン

付随音楽「キプロスの女王ロザムンデ」 D.797から 「間奏曲 第3番 変ロ長調」
交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」
3つの映画音楽
チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 作品101
上を向いて歩こう
交響曲 第7番 イ長調 作品92
3つの映画音楽
2台のピアノのための協奏曲 第1番
2台のピアノと管弦楽のための協奏曲
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」

Pf：菊池洋子

2011/7/29 ハンブルグ公演

ライスハレ

井上道義

2011/7/31 LRD公演

フロラン城公園

井上道義

2011/8/1 LRD公演

フロラン城公園

井上道義

Pf：A.R.エル=パシャ

2011/8/2 LRD公演

フロラン城公園

井上道義

Pf：A.チッコリーニ

Pf：A.ケフェレック

語り：安藤常光

武満徹
モーツァルト
中村八大／鈴木行一 編
ベートーヴェン
武満徹
モーツァルト
ベートーヴェン
ショパン
ハイドン
モーツァルト
ベートーヴェン
ベートーヴェン
シューマン
プロコフィエフ
三善晃／倉知竜也 編

2011/8/24 夏休みコンサート

石川県立音楽堂 コンサートホール

鈴木織衛
歌：安藤常光

2011/8/27

いしかわミュージックアカデミー
日本海交流コンサート

2011/8/30 指揮者講習会

石川県立音楽堂 コンサートホール

井上道義

石川県立音楽堂 コンサートホール

井上道義、 広上淳一

Vn：山根一仁
Vn：クララ＝ジュミ・カン
Vn：南紫音
Vn：ホァン・モンラ

Tn：マティアス・フレイ
Sp：中嶋彰子
Sp：中嶋彰子
2011/9/3 第310回 定期公演 ファンタジー・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

ニルス・ムース

Tn：マティアス・フレイ
Sp：中嶋彰子
Sop：中嶋彰子 Tn：マティアス・フレイ
Sp：中嶋彰子

2011/9/8 第306回 定期公演 フィルハーモニー・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

井上道義

Sp：濱真奈美

Tn：秋川雅史
2011/9/11 石川県立音楽堂10周年記念公演

石川県立音楽堂 コンサートホール

鈴木織衛

モーツァルト
久石譲
いずみたく／鈴木行一 編
中村八大／鈴木行一 編
レスピーギ
サラサーテ
コルンゴルト
ラヴェル
チャイコフスキー
ストラヴィンスキー
ストラヴィンスキー
マーラー
J.シュトラウス
モーツァルト
モーツァルト
シューベルト
ニコライ
ベートーヴェン
モーツァルト
J.シュトラウス
レハール
J.シュトラウス
ジーツィンスキ
ロンビ
レハール
J.シュトラウス
望月京
ラフマニノフ
プッチーニ
ヴェルディ
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ビゼー
宮川彬良
大中恩／鈴木行一 編
中村八大／鈴木行一 編
山田耕筰／鈴木行一 編
マシコタツロウ／渡辺俊幸 編
いずみたく／鈴木行一 編
ララ／赤堀文雄 編
長渕剛／渡辺俊幸 編
新井満／山下康介
藤井凡大

箏：石川県箏曲連盟
尺八：都山流尺八石川県支部、琴古尺
三世杵屋正治郎
八晴協会
長唄：杵望会
素囃子：金沢素囃子保存会
二世杵屋勝三郎
八橋検校／倉知竜也 編
シューベルト
モーツァルト
牧野由多可

3つの映画音楽
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488
上を向いて歩こう
交響曲 第7番 イ長調 作品92
3つの映画音楽
ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
交響曲 第7番 イ長調 作品92
ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
交響的物語「ピーターと狼」 作品67
こどものための合唱曲集「風のとおりみち」～「かぞえうた I」「くりの実」「うとてとこ」「かっぱ」「リス
の子」「仔ぎつねの歌」「なんのき」「ことこ」「かぞえうた II」
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
オーケストラストーリーズ「となりのトトロ」から 「五月の村」「風のとおり道」「ネコバス」「さんぽ」
見上げてごらん夜の星を
上を向いて歩こう
リュートのための古い舞曲とアリア 第3集
カルメン幻想曲 作品25
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
ツィガーヌ
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
弦楽のための協奏曲 ニ調 「バーゼル協奏曲」（ピアノ版）
弦楽のための協奏曲 ニ調 「バーゼル協奏曲」（管弦楽版）
交響曲 第5番 嬰ハ短調 第4楽章「アダージェット」
喜歌劇「こうもり」序曲
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588から 「いとしい人の愛のそよ風は」
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527から 「なんというふしだらな」
付随音楽「キプロスの女王ロザムンデ」 D.797から 「間奏曲 第3番 変ロ長調」
歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」から 「さあ早くここに、才気、陽気な移り気」
序曲「レオノーレ」第3番 作品72b
歌劇「魔笛」序曲 K.620
喜歌劇「ヴェネツィアの一夜」から 「ゴンドラの歌」
喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「ヴィリアの歌」
皇帝円舞曲 作品437
わが夢の街ウィーン
シャンパン・ギャロップ
喜歌劇「ロシアの皇太子」から 「だれかが来るでしょう」
雷鳴と稲妻 作品324
三千世界
ヴォカリーズ 作品34-14
歌劇「蝶々夫人」から 「ある晴れた日に」
歌劇「運命の力」から 「神よ，平和を与えたまえ」
スラヴ舞曲集 第1集から ヘ長調 作品46-4
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
歌劇「カルメン」 前奏曲
栄光の道
犬のおまわりさん
上を向いて歩こう
この道
ハナミズキ
見上げてごらん夜の星を
グラナダ
乾杯
千の風になって
箏曲「追い弾き八千代獅子」
長唄「連獅子」
長唄「風流船揃」
八橋検校による「六段」幻想
キリエ ニ短調 D.31
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618
尺八、二十絃とオーケストラのための悲曲変容

2011/9/17 第307回 定期公演 マイスター・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

ロルフ・ベック

2011/9/19 武豊公演

ゆめたろうプラザ輝きホール

井上道義

2011/9/23 大阪定期公演

ザ・シンフォニーホール

ロルフ・ベック

2011/10/2 小松定期公演

こまつ芸術劇場うらら 大ホール

鈴木織衛

2011/10/6 第308回 定期公演 フィルハーモニー・シリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

ポール・メイエ

石川県立音楽堂 コンサートホール

金聖響

石川県立音楽堂 コンサートホール

トーマス・カルブ

2011/11/28 第311回 定期公演 フィルハーモニーシリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

ギュンター・ピヒラー

2011/11/29 Afternoon Special Concert

石川県立音楽堂 コンサートホール

ギュンター・ピヒラー

石川県立音楽堂 コンサートホール

三河正典

2011/12/12 オペラ 「高野聖」公演

高岡市民会館

大勝秀也

2011/12/23 第312回 定期公演 ファンタジーシリーズ

石川県立音楽堂 邦楽ホール

佐藤正浩

2011/12/24 クリスマス公演

以下2011/12/23と同じ

2011/10/14 第309回 定期公演 マイスター・シリーズ

2011/11/2 震災チャリティコンサート

2011/12/4 メサイア公演

2011/12/31 カウントダウンコンサート2011～2012

石川県立音楽堂 コンサートホール

西村智美、 鈴木織衛

ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
合唱：シュレスヴィヒ=ホルシュタイン音 ヘンデル
ヘンデル
楽祭合唱団
ヘンデル
ヘンデル役：井上道義
ヘンデル
ロマン・ロラン役：西村雅彦
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
ヘンデル
モーツァルト
Cl：遠藤文江
モーツァルト
ハイドン
モーツァルト
以下2011/9/19と同じ
スッペ
アンダソン
アンダソン
ベートーヴェン
ドヴォルザーク
マスカーニ
ビゼー
モーツァルト
Cl：ポール・メイエ
モーツァルト
ベートーヴェン
シューマン
Pf：山本貴志
シューマン
シューマン
モーツァルト
モーツァルト
Pf：アルド・チッコリーニ
モーツァルト
モーツァルト
ロッシーニ
Fl：高木綾子 Hrp：吉野直子
モーツァルト
ベートーヴェン
ロッシーニ
Fl：高木綾子
モーツァルト
Hrp：吉野直子
ヘンデル
ベートーヴェン
Sp：朝倉あづさ At：田村由貴絵
榊原栄 編
Tn：志田雄啓 Br：安藤常光
ヘンデル
出演：中鉢聡、川越塔子、豊島雄一、
清水良一、浪川佳代、堀早苗、鳴海優 池辺晋一郎
一、鴨川太郎
出演：西野薫、直江学美、志村文彦、
フンパーディンク／青島広志 編
長澤幸乃、志田雄啓、稲垣絢子、安藤

オラトリオ「エジプトのイスラエル人」から 「主は雨に変えて，雹を降らせ」
オラトリオ「エジプトのイスラエル人」から 「主が葦の海を叱りて，海は干上がりたもう」
オラトリオ「メサイア」から 「ハレルヤ」
オラトリオ「メサイア」から 「われは知る，わが贖い主の生きたもうことを」
オラトリオ「メサイア」から 「田園交響曲」
オラトリオ「メサイア」から 「羊飼いが夜野宿しながら」
オラトリオ「メサイア」から 「いと高きところに，栄光が神にあるように」
オラトリオ「ユダス・マカベウス」から 「序曲」
オラトリオ「ユダス・マカベウス」から 「御身の敵はかく倒れる」
オラトリオ「ユダス・マカベウス」から 「カファルサラマより」
オラトリオ「ユダス・マカベウス」から 「見よ，勇者は帰る」
オラトリオ「ユダス・マカベウス」から 「行進曲」
オラトリオ「ユダス・マカベウス」から 「主をほめ歌えよ」
オラトリオ「ソロモン」から 「シバの女王の入城」
オラトリオ「ソロモン」から 「さあ，別の調子を試みよう～堂を震わし天を突け」
オラトリオ「ソロモン」から 「速やかに立ち去れ怒りより～流せ涙を，かいなき愛に」
オラトリオ「ソロモン」から 「竪琴と歌を用いて，紙をほめたたえよ」
組曲「水上の音楽」 第1番から 「序曲」「アダージョ・エ・スタッカート」「アレグロ」
組曲「王宮の花火の音楽」から 「序曲」「歓喜」
オラトリオ「イェフタ」から 「ああ，主よ，御身の御意志は何と測りしれぬことか」
オラトリオ「メサイア」から 「アーメン」
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」
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 第3楽章
交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」
交響曲 第25番 ト短調 K.183（173dB）

チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー／三浦秀秋 編
チャイコフスキー／倉知竜也 編
シベリウス
J.シュトラウス
プッチーニ
ボロディン／福嶋頼秀 編
出演：清水アキラ、川井郁子、藤澤ノリ プッチーニ／藤澤ノリマサ、福嶋頼秀
マサ、宮谷理香、市原愛、榊原岳水、 リスト
P.d.センヌヴィル／倉知竜也 編
北陸岳水会、金沢にし芸鼓、御供田幸
日本古謡／倉知竜也 編
子、狼花千秋
森山直太郎／倉知竜也 編
原譲二／倉知竜也 編
？
？
？
？
？
いずみたく／倉知竜也 編
ホルスト
ベートーヴェン／藤野浩一 編

歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第1楽章
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 第4楽章
桜の歌
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71から 「花のワルツ」
交響詩「フィンランディア」 作品26
喜歌劇「こうもり」から 「公爵様，あなたのようなお方は」
歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のいとしいお父さん」
歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
Vincero（歌劇「トゥーランドット」から）
La Canpanella
渚のアデリーヌ
さくら
さくら
まつり
山ざくら
桜の花の散るをよめる
いにしえの
天
八田興一子をたたえる
見あげてごらん夜の星を
組曲「惑星」 作品32から 「木星」
希望の歌

喜歌劇「軽騎兵」序曲
シンコペイテッド・クロック
トランペット吹きの休日
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
「アルルの女」 第2組曲
付随音楽「エジプトの王タモス」 K.345（336a）から
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
交響曲 第7番 イ長調 作品92
付随音楽「マンフレッド」序曲 作品115
ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 K.527
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
ピアノ・ソナタ 第13番 変ロ長調 K.333（315c）
ピアノ・ソナタ イ長調 K.331 「トルコ行進曲つき」
歌劇「シンデレラ」序曲
フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299（297c）
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
歌劇「セビーリャの理髪師」序曲
フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314（285d） 第1楽章
ハープ協奏曲
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」（第2楽章除く）
クリスマスソングメドレー～「諸人こぞりて」「きよしこの夜」「天には栄え」「赤鼻のトナカイ」「もみの
木」「サンタが街にやってくる」「サイレント・ナイト」「ジングルベル」「ホワイトクリスマス」
オラトリオ「メサイア」（抜粋）
高野聖
歌劇「ヘンゼルとグレーテル」

石川県立音楽堂 コンサートホール

山田和樹

Pf：モナ・飛鳥・オット

2012/1/11 第313回 定期公演 フィルハーモニーシリーズ

紀尾井ホール

山田和樹

Pf：モナ・飛鳥・オット

2012/1/28 第314回 定期公演 マイスターシリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

ラルフ･ゴトーニ

Pf：ラルフ･ゴトーニ

石川県立音楽堂 コンサートホール

ラルフ･ゴトーニ

Pf：ラルフ・ゴトーニ
Vn：アビゲイル・ヤング

清水史宏

ルーシー：木村綾子
ベン：安藤常光
ミス・トッド：中島啓江
ミス・ピンカートン：長澤幸乃
レティーシャ：石川公美
ボブ（泥棒）：羽渕浩樹

2012/1/8 第313回 定期公演 フィルハーモニーシリーズ

2012/2/5 第315回 定期公演 フィルハーモニーシリーズ

2012/2/17 室内オペラ公演 in 金沢

2012/2/19 室内オペラ公演 in 富山
2012/2/26 第9回 College Concert
2012/3/3 第316回 定期公演 フィルハーモニーシリーズ

石川県立音楽堂 邦楽ホール

高周波文化ホール
石川県立音楽堂 コンサートホール

以下2012/2/17と同じ
井上道義

石川県立音楽堂 コンサートホール

井上道義

2012/3/10 第317回 定期公演 ファンタジーシリーズ

石川県立音楽堂 コンサートホール

宮川彬良

2012/3/11 キッズコンサート

石川県立音楽堂 コンサートホール

宮川彬良

2012/3/11 キッズコンサート

以下2012/3/11と同じ

2012/3/23 第318回 定期公演 マイスターシリーズ

2012/3/26 第28回 東京定期公演

石川県立音楽堂 コンサートホール

サントリーホール

井上道義

井上道義

Sp：アンナ・シャファジンスカヤ
Bs：ニコライ・ディデンコ

Vn：アビゲイル・ヤング
Vc：ルドヴィート・カンタ
Ob：加納律子 Fg：柳浦慎史
Ob：カイ・フレンブゲン
Cl：ギュンター・フォルストマイアー
Fg：アレクセイ・トカチャク
Hr：サボルクス・ツェンプレーニ
Ob：カイ・フレンブゲン
Cl：ギュンター・フォルストマイアー
Fg：アレクセイ・トカチャク
Hr：サボルクス・ツェンプレーニ
Vn：アビゲイル・ヤング
Vc：ルドヴィート・カンタ

2012/3/31 オーケストラの日2012

石川県立音楽堂 コンサートホール

井上道義

モーツァルト
グリーグ
ベートーヴェン
ベートーヴェン
モーツァルト
モーツァルト
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
シューベルト
チマローザ

歌劇「魔笛」序曲 K.620
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
歌劇「魔笛」序曲 K.620
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調 K.537 「戴冠式」
交響曲 第8番 ヘ長調 作品93 第2楽章
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
序曲「コリオラン」 作品62
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
交響曲 第6番 ハ長調 D.589 「小交響曲」
歌劇「秘密の結婚」序曲

サッリネン

ヴァイオリン、ピアノと管楽のための室内協奏曲 作品87（2005）［日本初演］

ケルビーニ

レクイエム 第1番 ハ短調

メノッティ

歌劇「電話」

メノッティ

歌劇「泥棒とオールドミス」

ブルックナー
シチェドリン

交響曲 第5番 変ロ長調
カルメン組曲（抜粋）

ショスタコーヴィチ

交響曲 第14番 ト短調 作品135 「死者の歌」

宮川彬良
宮川泰／宮川彬良 編
チャーチル／宮川彬良 編
P.リー＋S.バーク／宮川彬良 編
リスト／宮川彬良 編
パガニーニ／宮川彬良 編
バーンスタイン／宮川彬良 編
ジョプリン／宮川彬良 編
レノン＋マッカートニー／宮川彬良 編
レノン＋マッカートニー／宮川彬良 編
R.ロジャーズ／宮川彬良 編
P.W.キング／宮川彬良 編
ブラームス／宮川彬良 編
モーツァルト／宮川彬良 編
ピアソラ／宮川彬良 編
ベートーヴェン、プラド／宮川彬良 編
宮川彬良
宮川彬良
宮川彬良
中山晋平／宮川彬良 編
チャーチル／宮川彬良 編
P.リー＋S.バーク／宮川彬良 編
バーンスタイン／宮川彬良 編
モーツァルト／宮川彬良 編
ピアソラ／宮川彬良 編

The 55
恋のバカンス
シンフォニック白雪姫
ベラ・ノッテ
ラ・カンパネッラ
カプリース 第24番
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「アメリカ」
エンターテイナー
ヘイ・ジュード
オブラディ・オブラダ
「王様と私」から 「Shall We Dance?」
テネシーワルツ
ブラームスのワルツ
アイネ・クライネ・“タンゴ”ムジーク
リベルタンゴ
シンフォニック！マンボNo.5
The 55
ゆうがたクインテット テーマ
幸せのリズム
砂山
シンフォニック白雪姫
ベラ・ノッテ
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「アメリカ」
アイネ・クライネ・“タンゴ”ムジーク
リベルタンゴ

ハイドン

協奏交響曲 変ロ長調 作品84

モーツァルト

協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9（C14.01）

ハイドン
ハイドン

交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」
交響曲 第7番 ハ長調 「昼」

モーツァルト

協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9（C14.01）

ハイドン
モーツァルト
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ベートーヴェン
シベリウス
？
不詳
不明
？
？

交響曲 第94番 ト長調 「驚愕」
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」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第3楽章
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33（抜粋）
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から 「ワルツ」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
交響詩「フィンランディア」 作品26
口上
いしかわや
たつのおとしご
小鍛冶
三段の調
映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」から 「霧の境界線」「黄金のメダル」「海賊の洞窟へ」「ブラック
パール号」「最期の銃弾」「彼こそが海賊」

H.ジマー

京都市交響楽団
公演日

2011/4/10

公演名

【震災チャリティー・減額】
スプリング・コンサート

公演会場

指揮者

ソリスト／共演

Pf：高橋多佳子
ナビゲーター：千住明

京都コンサートホール 大ホール

広上淳一

2011/4/22 第545回 定期演奏会

京都コンサートホール 大ホール

下野竜也

2011/4/24 大阪特別公演

ザ・シンフォニーホール

下野竜也

Pf：金子三勇士

2011/5/21 京都市交響楽団第546回定期演奏会

京都コンサートホール 大ホール

広上淳一

Vn：ゲザ・ホッス＝レゴツキ

2011/6/19 オーケストラ・ディスカバリー2011 第1回

京都コンサートホール 大ホール

広上淳一

出演：桧垣バレエ団、ガレッジセール

作曲／編曲
宮川泰
芥川也寸志／甲田潤 編
早坂文雄／松木敏晃 編
武満徹
伊福部昭
千住明
久石譲／松園洋二 編
ハイドン
マーラー
リスト
マーラー
尾高惇忠
グラズノフ
ラフマニノフ
チャイコフスキー
チャイコフスキー

リスト
リスト
チャイコフスキー
J.シュトラウス
モーツァルト
モーツァルト
ベートーヴェン
ハイドン
チャイコフスキー
ボロディン
リムスキー＝コルサコフ

曲名
交響組曲「宇宙戦艦ヤマト」から 「出発」
映画音楽組曲「八つ墓村」から 「青い鬼火の淵（道行のテーマ）」
交響組曲「七人の侍」から 「怯える村・練達の士」
「3つの映画音楽」から 「訓練と休憩の音楽」「ワルツ」
SF交響ファンタジー 第1番
ピアノ協奏曲「宿命」（「砂の器」から）
おくりびと～memory～
交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」
交響曲 第5番 嬰ハ短調
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
交響曲 第5番 嬰ハ短調
肖像
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82
交響曲 第2番 ホ短調 作品27
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71から 「行進曲」「中国の踊り」「あし笛の踊り」「花のワルツ」
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20から 「情景」「オデットと王子のパ・ド・ドゥ」「4羽の白鳥の踊り」
バレエ音楽「コッペリア」（抜粋）～第1幕「Scène」「Valse Lente」「Mazurka」、第2幕：「Scène」
「Marche de la Cloche」「Boléro」「Scène et Valse de la Poupée」「Chanson à Boire et Scène」
「Finale」、第3幕：「La Paix」「Galop Finale」
交響詩「プロメテウス」
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
喜歌劇「こうもり」序曲
交響曲 第40番 ト短調 K.550 第1楽章
歌劇「魔笛」 K.620から 「恋人か女房があればいいが」「おいらは鳥刺し」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
交響曲 第90番 ハ長調 第4楽章
歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
交響組曲「シェエラザード」 作品35から 「カランダール王子の物語」

ワーグナー
ワーグナー
ヴェルディ
ヴェルディ
ボロディン
ベルリオーズ
ラヴェル
アルヴェーン

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
歌劇「タンホイザー」から 大行進曲「歌の殿堂をたたえよう」
歌劇「ナブッコ」から 「行け，わが思いよ，黄金の翼に乗って」
歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
スペイン狂詩曲から 第4曲「祭り」
スウェーデン狂詩曲 第1番 「夏の徹夜祭」 作品19

ドリーブ
2011/6/24 第547回 定期演奏会

京都コンサートホール 大ホール

アレクサンドル・ラザレフ

Pf：マルクス・グロー

Br：畑奨
みんなのコンサート2011
2011/7/2
音楽の旅～ドイツ・オーストリア・ロシア～

2011/7/3

みんなのコンサート
音楽の旅～ドイツ・オーストリア・ロシア～

京都市呉竹文化センター

瀬山智博

京都市右京ふれあい文化会館

以下2011/7/2と同じ

2011/7/16 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 大ホール

広上淳一

2011/7/24 第548回 定期演奏会

京都コンサートホール 大ホール

大野和士

2011/7/30

みんなのコンサート2011
音楽の旅～イギリス・チェコ・北欧～

京都市北文化会館

ダグラス・ボストック

2011/7/31

みんなのコンサート2011
音楽の旅～イギリス・チェコ・北欧～

京都市東部文化会館

以下2011/7/30と同じ

京都コンサートホール 大ホール

広上淳一

2011/8/5 第549回 定期演奏会

At：手嶋眞佐子
マーラー
合唱：京響市民合唱団、京都市少年合
ドヴォルザーク
スメタナ
シベリウス
ウォルトン
ヴォーン＝ウィリアムズ
アーノルド
エルガー

Vc：上村昇 Va：店村眞積
Vn：伝田正秀
2011/8/14 東日本大震災チャリティーコンサート

京都コンサートホール 大ホール

大友直人

2011/8/29

みんなのコンサート2011
音楽の旅～アメリカ・フランス～

京都市呉竹文化センター

関谷弘志

2011/8/31

みんなのコンサート2011
音楽の旅～アメリカ・フランス～

京都市西文化会館ウエスティ

以下2011/8/29と同じ

司会：福山俊朗

ドヴォルザーク
レスピーギ
R.シュトラウス
コープランド
メンデルスゾーン
シベリウス
チャイコフスキー
マスカーニ
ホルスト
アンダソン
アンダソン
アンダソン
アンダソン
アンダソン
ミーチャム
ビゼー
フォーレ
ビゼー
グノー
ドリーブ

交響曲 第3番 ニ短調
スラヴ舞曲集 第2集から ロ長調 作品72-1
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
組曲「カレリア」 作品11
戴冠式行進曲「王冠」
「グリーンスリーヴズ」による幻想曲
4つのスコットランド舞曲 作品59
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
序曲「謝肉祭」 作品92
交響詩「ローマの祭り」
交響詩「ドン・キホーテ」 作品35
市民のためのファンファーレ
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
交響詩「フィンランディア」 作品26
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71から 「花のワルツ」
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
組曲「惑星」 作品32から 「木星」
舞踏会の美女
シンコペイテッド・クロック
ブルー･タンゴ
プリンク，プランク，プルンク
トランペット吹きの休日
アメリカン・パトロール
「カルメン」 第1組曲から 「闘牛士」
組曲「ペレアスとメリザンド」 作品80から 「シチリアーノ」
小組曲「子どもの遊び」 作品22から 「ギャロップ（舞踏会）」
歌劇「ファウスト」から 「バレエ音楽」
バレエ組曲「シルヴィア」から 「バッカスの行列」

ロイド=ウェッバー
C=M.シェーンベルク

モーツァルト
シベリウス
ラフマニノフ
外山雄三

「オペラ座の怪人」から 「オペラ座の怪人」
「レ・ミゼラブル」から 「彼を帰して」「夢やぶれて」
サウンド・オブ・ミュージック・セレクション～「サウンド・オブ・ミュージック」「ふたりの愛」「ふつうの
カップル」「誰にも止められない」「ドレミの歌」「もうすぐ17歳」「私のお気に入り」「ひとりぼっちの羊
飼い」「さようならこんにちは」
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「エーデルワイス」
「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」
「ジーザス・クライスト・スーパースタ―」メドレー～「Everything's Alright」「I Don't Know how to Love
Him」「ヘロデソング」「スーパースタ―」
「ウエスト・サイド・ストーリー」 コンサート組曲 第1番～ 「Somewhere」「One Hand, One Heart」「マリ
ア！」「トゥナイト」
バレエ音楽「レ・プティ・リアン」 K.Anh.10（299b）
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
交響的舞曲 作品45
オーボエとピアノのための「京のこもりうた」

モーツァルト

歌劇「フィガロの結婚」 K.492

チャイコフスキー
リスト
ドヴォルザーク
ブラームス
ブラームス

幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
交響詩「マゼッパ」
交響曲 第7番 ニ短調 作品70
ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

チャップリン

街の灯

ダマーズ

フルート、ハープ、弦楽のためのデュオ・コンチェルタント

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

フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299（297c）

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
J.シュトラウス
J.シュトラウス
グノー
オッフェンバック
オッフェンバック
デュカス
イベール
ラヴェル
H.ジマー
ブラームス
グリーグ
アンダソン
シベリウス

喜歌劇「こうもり」序曲
喜歌劇「こうもり」から 「公爵様，あなたのようなお方は」
芸術家のカドリーユ 作品201
歌劇「ロメオとジュリエット」から 「私は夢に生きたい」
歌劇「ホフマン物語」から 「間奏曲と舟歌」
歌劇「ホフマン物語」から 「森の小鳥はあこがれを歌う」
交響詩「魔法使いの弟子」
モーツァルトへのオマージュ
ボレロ
映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」から
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
「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」
タイプライター
交響詩「フィンランディア」 作品26

ヨーゼフ・シュトラウス
J.シュトラウス
グリーグ
アンダソン
ブラームス

鍛冶屋のポルカ 作品269
雷鳴と稲妻 作品324
「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」
タイプライター
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
サウンド・オブ・ミュージック・セレクション～「サウンド・オブ・ミュージック」「ふたりの愛」「ドレミの歌」
「もうすぐ17歳」「私のお気に入り」「ひとりぼっちの羊飼い」「さようならこんにちは」
オーケストラ・ストーリーズ「となりのトトロ」～「となりのトトロ」「五月の村」「ススワタリ～お母さん」
「トトロがいた！」「ネコバス」「まいご」「風のとおり道」「さんぽ」
歌劇「イスの王」序曲
ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22
小組曲
海（3つの交響的スケッチ）
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
トッカータとフーガ ニ短調 BWV565（Og独奏）
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「あし笛の踊り」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
タイプライター
歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
京都市歌

R.ロジャーズ
2011/9/4 オーケストラ・ディスカバリー2011 第2回

京都コンサートホール 大ホール

高関健

Sp：AKANE LIV Tn：高野二郎

R.ロジャーズ／R.ラッセル・ベネット 編
R.ロジャーズ／R.ラッセル・ベネット 編
ロイド=ウェッバー
バーンスタイン

2011/9/10 第550回 定期演奏会

京都コンサートホール 大ホール

外山雄三

2011/9/10 第550回 定期演奏会 終演後レセプション
京都の秋音楽祭15周年記念
2011/10/10
京響オペラ「フィガロの結婚」

京都コンサートホール 大ホール
京都会館第1ホール

広上淳一

2011/10/21 第551回 定期演奏会

京都コンサートホール 大ホール

ナビル・シェハタ

2011/11/19 第552回 定期演奏会

京都コンサートホール 大ホール

ギュンター・ノイホルト

京都コンサートホール 大ホール

齊藤一郎

2011/12/25

オーケストラ・ディスカバリー2011 第3回
「オーケストラ＆サイレント映画」

京都市交響楽団 特別演奏会
2011/12/27
「第九コンサート」
京都市交響楽団 特別演奏会
2011/12/28
「第九コンサート」

京都コンサートホール 大ホール

京都コンサートホール 大ホール

Vn：有希 マヌエラ・ヤンケ
Ob：高山郁子

広上淳一

広上淳一

Pf：キム・ソヌク

Fl：清水信貴 Hrp：松村衣里
Sp：小川 里美 MS：手嶋眞佐子
Tn：吉田浩之 Br：黒田博
合唱：京響市民合唱団
Fl：清水信貴 Hrp：松村衣里
Sp：小川 里美 MS：手嶋眞佐子
Tn：吉田浩之 Br：黒田博
合唱：京響市民合唱団
Sp：幸田浩子

2012/1/8

京都市 交響楽団特別演奏会
「ニューイヤーコンサート」

Sp：幸田浩子
京都コンサートホール 大ホール

Sp：幸田浩子

2012/1/12 長岡京市小学生のための音楽鑑賞教室

長岡京記念文化会館

2012/1/12 長岡京市小学生のための音楽鑑賞教室

以下2012/1/12と同じ

2012/1/14 京都市幼稚園児のためのコンサート

岩村力

京都コンサートホール 大ホール

海老原光

海老原光

R.ロジャーズ
久石譲
2012/1/20 第553回 定期演奏会

京都コンサートホール 大ホール

ロベルト・ベンツィ

2012/1/23 京都市小学生のための音楽鑑賞教室

京都コンサートホール 大ホール

広上淳一

2012/1/23
2012/1/24
2012/1/24
2012/1/25
2012/1/25
2012/1/26
2012/1/26
2012/1/27
2012/1/27

以下2012/1/23と同じ（計10回）
以下2012/1/23と同じ（計10回）
以下2012/1/23と同じ（計10回）
以下2012/1/23と同じ（計10回）
以下2012/1/23と同じ（計10回）
以下2012/1/23と同じ（計10回）
以下2012/1/23と同じ（計10回）
以下2012/1/23と同じ（計10回）
以下2012/1/23と同じ（計10回）

京都市小学生のための音楽鑑賞教室
京都市小学生のための音楽鑑賞教室
京都市小学生のための音楽鑑賞教室
京都市小学生のための音楽鑑賞教室
京都市小学生のための音楽鑑賞教室
京都市小学生のための音楽鑑賞教室
京都市小学生のための音楽鑑賞教室
京都市小学生のための音楽鑑賞教室
京都市小学生のための音楽鑑賞教室

Pf：リーズ・ドゥ・ラ・サ―ル

ラロ
サン＝サーンス
ドビュッシー／アンリ・ビュッセル 編
ドビュッシー
ブラームス
バッハ
チャイコフスキー
ベートーヴェン
アンダソン
ヴェルディ
諸井三郎

ローム被災地支援コンサート
2012/2/1
京都市交響楽団福島支援コンサート

福島テルサFTホール

広上淳一

Hrp：松村衣里
Cl：小谷口直子

京響メンバーによる金管5重奏
Tp：早坂宏明、稲垣路子
Tb：岡本哲 Hr：澤嶋秀昌
Tba：武貞茂夫

ローム・被災地支援コンサート 桜の聖母学院小学校
2012/2/2
桜の聖母学院マリアンホール
の児童のための金官五重奏

2012/2/19 第554回 定期演奏会

京都コンサートホール 大ホール

井上道義

Vn：郷古廉

2012/2/24 第2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

Hr：ラデク・バボラーク

京都コンサートホール 大ホール

沼尻竜典

2012/3/18

オーケストラ・ディスカバリー2011 第4回
「オーケストラ＆アート」

2012/3/25 第555回 定期演奏会

指揮とPf：沼尻竜典
京都コンサートホール 大ホール

広上淳一

レスピーギ
ドビュッシー
モーツァルト
モーツァルト
すぎやまこういち／高橋敦 編
アンダソン
アンダソン／前田健一郎 編
クラーク／若林義人 編
H.フィルモア／早坂宏明 編
モーツァルト／Ralph Sauer 編
サン＝サーンス／若林義人 編
宮川彬良
サン＝サーンス
R.ロジャーズ／高山直也編
岡野貞一／早坂宏明 編
ストラヴィンスキー
ストラヴィンスキー
ストラヴィンスキー
R.シュトラウス
R.シュトラウス
ショスタコーヴィチ
レスピーギ
ベートーヴェン
ドビュッシー
モーツァルト
ムソルグスキー／ラヴェル 編
バルトーク
ブラームス／シェーンベルク 編

リュートのための古い舞曲とアリア 第3集
神聖な踊りと世俗の踊り
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 第2楽章
交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
「ドラゴンクエスト」から 「序曲のマーチ」「結婚ワルツ」
そりすべり
トランペット吹きの子守歌
トランペット・ボランタリー
「トロンボーンファミリー」から 「シャウティン・ライザ・トロンボーン」
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618
ロマンス
生態系のマーチ
組曲「動物の謝肉祭」から 「象」
「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」「ドレミの歌」「エーデルワイス」
ふるさと
交響曲 ハ調
ヴァイオリン協奏曲 ニ調
3楽章の交響曲
交響詩「ドン・ファン」 作品20
ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 作品11
交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」
「ボッティチェリの三連画」から 「ヴィーナスの誕生」
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」 第2楽章
海（3つの交響的スケッチ）から 「風と海との対話」
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488 第2楽章
組曲「展覧会の絵」
管弦楽のための協奏曲
ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25（管弦楽版）

大阪交響楽団
公演日

公演名

公演会場

2011/4/16 第66回 名曲コンサート《春はクラシック！》

ザ・シンフォニーホール

2011/4/16 第66回 名曲コンサート《春はクラシック！》

以下2011/4/16と同じ

2011/4/22

第155回定期演奏会《春のフランス便り》
～ダンディ生誕160年・没後80年

特別演奏会
2011/5/5 第3回青島広志の奇想天外オーケストラ
《童話の世界へようこそ！》

ザ・シンフォニーホール

指揮者

ソリスト／共演

高橋直史

指揮とPf：高橋直史

矢崎彦太郎

Pf：相沢吏江子
ナレーション：中井美穂

Sp：鐵由美子 Tn：小野勉
Tn：小野勉
Sp：鐵由美子
Sp：鐵由美子 Tn：小野勉
いずみホール

青島広志（指揮とお話）

ザ・シンフォニーホール

児玉宏

ザ・シンフォニーホール

下野竜也

Vc：上森祥平
Pf：野田清隆

ザ・シンフォニーホール

キンボー・イシイ＝エトウ

Marimba：大茂絵里子

2011/7/17 第67回 名曲コンサート《夏の思い出》

ザ・シンフォニーホール

キンボー・イシイ＝エトウ

2011/7/17 第67回 名曲コンサート《夏の思い出》

以下2011/7/17と同じ

2011/9/4 第68回 名曲コンサート《秋の予兆》

ザ・シンフォニーホール

2011/5/10

第156回 定期演奏会
《忘れられた作曲家“ミャスコフスキー”》
～ミャスコフスキー生誕130年

2011/6/24 第157回 定期演奏会《矢代秋雄の足跡》

2011/7/13

第158回 定期演奏会《Shall We ダンス！》
キンボーのバルトークシリーズ
～バルトーク生誕130年

2011/9/4 第68回 名曲コンサート《秋の予兆》
第159回 定期演奏会《児玉宏のブルックナー》
2011/9/28
～モーツァルト没後220年
第160回 定期演奏会
2011/11/1 《マーラーの歌曲と
ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲Ⅱ》

2011/12/1

第161回 定期演奏会
《披瀝“グラズノフとプフィッツナー”Ⅰ》
～グラズノフ没後75年

2011/12/26 特別演奏会 感動の第九

お客様と
Tn：小野勉
Sp：鐵由美子
Tn：小野勉
Sp：鐵由美子
Tn：小野勉
Tn：小野勉
Sp：鐵由美子
Sp：鐵由美子 Tn：小野勉
Sp：鐵由美子 Tn：小野勉

Pf：丸山耕路

寺岡清高

序曲「レオノーレ」第3番 作品72b
ピアノ協奏曲 第19番 ヘ長調 K.459
交響曲 第7番 イ長調 作品92

曲名

フォーレ／ラボー 編
ダンディ
ドビュッシー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
アリャビエフ／青島広志 編
プッチーニ
モーツァルト
ベルリーニ
メンデルスゾーン
越部信義／青島広志 編
藤山一郎／青島広志 編
芥川也寸志／青島広志 編
モーツァルト
グノー
ドニゼッティ
トスティ／青島広志 編
J.シュトラウス
ショパン／青島広志 編
團伊玖磨／青島広志 編
R.シュトラウス
R.シュトラウス
ミャスコフスキー
矢代秋雄
矢代秋雄
フランク
バルトーク
セジョルネ
コッペル
ラヴェル
バーンスタイン
グールド
ガーシュイン／グローフェ編
グローフェ

組曲「ドリー」 作品56
フランスの山人の歌による交響曲ト長調作品25
バレエ音楽 「おもちゃ箱」（ナレーションつき。ナレーション台本：矢崎彦太郎）
「眠りの森の美女」 “ワルツ”
「白鳥の湖」“情景”
「くるみ割り人形」“金平糖の踊り”
「くるみ割り人形」“ロシアの踊り”
ロシアのナイチンゲール
「トゥーランドット」“誰も寝てはならぬ”
「魔笛」“わが心、怒りに燃え”
「清教徒」“いとしいおとめよ、あなたに愛を”
「真夏の夜の夢」“結婚行進曲”
おもちゃのチャチャチャ
ラジオ体操の歌
小鳥の歌
「魔笛」 “恐れるな若者よ”より
「ロミオとジュリエット」 “私は夢に生きたい”
「リタ」“私は楽しい”
最後の歌
「春の声」
「別れの曲」
お星さま
交響的断片「ダナエの愛」 作品83
交響詩「死と浄化」 作品24
交響曲 第24番 ヘ短調 作品63「ウラジーミル・デルジャノフスキーの思い出に」（日本初演）
チェロ協奏曲
ピアノ協奏曲
交響曲 ニ短調
舞踏組曲
マリンバと弦楽のための協奏曲
マリンバ協奏曲 第1番
ラ・ヴァルス
｢キャンディード｣序曲
アメリカン・シンフォネット 第２番
ラプソディ・イン・ブルー
組曲「グランド・キャニオン」

ウェーバー
メンデルスゾーン
ブラームス

歌劇「オベロン」序曲
弦楽八重奏曲 （弦楽合奏版）ホ長調 作品20
交響曲 第4番 ホ短調 作品98

モーツァルト
ブルックナー
ベートーヴェン
マーラー
ベートーヴェン
プフィッツナー
プフィッツナー
プフィッツナー
プフィッツナー
プフィッツナー
プフィッツナー
プフィッツナー
グラズノフ
モーツァルト

交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
交響曲 第4番 変ホ長調 「ロマンティック」第二稿（ノーヴァク1878/80）
序曲「命名祝日」 作品115
リュッケルトの詩による５つの歌曲
弦楽四重奏曲（弦楽合奏版） 第14番 嬰ハ短調 作品131
スケルツォ ハ短調
オーケストラ伴奏つき歌曲集より「春の空はそれゆえこんなに青い」 （７つの歌）作品2-2
オーケストラ伴奏つき歌曲集より「怒り」（４つの歌） 作品15-2
オーケストラ伴奏つき歌曲集より「月に寄す」 作品18
オーケストラ伴奏つき歌曲集より「ラッパ吹き」（2つのドイツの歌） 作品25-1
オーケストラ伴奏つき歌曲集より「嘆き」 （2つのドイツの歌）作品25-2
オーケストラ伴奏つき歌曲集より「夜に」（5つの歌） 作品26-2
交響曲 第4番 変ホ長調 作品48
ピアノ協奏曲 第23番 イ長調 K.488

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱」

ニコライ
スヴェンセン
レハール
ベートーヴェン
シューベルト
L.モーツァルト
アンダーソン
ワルトトイフェル
ハチャトゥリャン
アンダーソン
マスネ
クライスラー
リスト

歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲
ロマンス ト長調 作品26
喜歌劇「メリー・ウィドウ」“ワルツ”
ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50
軍隊行進曲 作品51( D733)第１番
そりすべり
そりすべり
スケートをする人びと 作品183
付随音楽「仮面舞踏会」“ワルツ”
舞踏会の美女
歌劇「タイス」“瞑想曲”
美しきロスマリン 作品55-4
ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調

ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」（自然と人生と愛） 作品92
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53
交響曲 第9番 ホ短調 作品95「新世界より」

以下2011/9/4と同じ
ザ・シンフォニーホール

児玉宏

ザ・シンフォニーホール

寺岡清高

Sp：澤畑恵美

ザ・シンフォニーホール

児玉宏

Br：小森輝彦

ザ・シンフォニーホール

現田茂夫

Pf：藤田美鈴
Sp：福田祥子 At：田中友輝子
Tn：松本薫平 Br：田中勉
Vn：森下幸路
Vn：森下幸路

2012/1/14 第69回 名曲コンサート《冬はワルツを楽しもう！》

作曲／編曲
ベートーヴェン
モーツァルト
ベートーヴェン

ザ・シンフォニーホール

渡邊一正

Vn：森下幸路
2012/1/14 第69回 名曲コンサート《冬はワルツを楽しもう！》

以下2012/1/14と同じ

2012/1/24 第162回 定期演奏会《作曲家の肖像画 III 》

ザ・シンフォニーホール

秋山和慶

Vn：渡辺玲子

2012/2/15

第163回 定期演奏会《ブラームス探訪 II 》
2010～2012年度全3回シリーズ

Br：谷口伸
ザ・シンフォニーホール

寺岡清高
Br：谷口伸

2012/3/4

プレ《オーケストラの日》コンサート
0歳児からの親子で楽しむオーケストラ

堺市立美原文化会館 アルテベル

奥田恵悟

2012/3/11 第70回 名曲コンサート《早春の香り》

ザ・シンフォニーホール

瀬山智博

2012/3/11 第70回 名曲コンサート《早春の香り》

以下2012/3/11と同じ

2012/3/16 第164回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

寺岡清高

2012/3/18 第15回 東京公演

すみだトリフォニーホール

以下2012/3/16と同じ

Pf：長尾洋史

共演：郡山市内の小・中学校管弦楽部

2012/3/29

ローム・被災地支援コンサート
大阪交響楽団 “ともに奏でる明日への旋律”
～大阪交響楽団と福島の小中学生が大合奏～

郡山女子大学建学記念講堂

本名徹次

共演：児童・生徒全員で

ブラームス／ブラームス 編
シューベルト／ブラームス編
シューベルト／ブラームス編
ブラームス／ブラームス 編
ブラームス／ラインスドルフ 編
ブラームス／シェーンベルク 編
J.シュトラウス2世
モーツァルト
グリーグ
グリーグ
スッペ
エルガー
ベートーヴェン
シューベルト
グリーグ
シューベルト

ハンガリー舞曲 第3番 ヘ長調
歌曲「御者クローノスに」 D369
歌曲「メムノン」 D541
ハンガリー舞曲 第10番 ヘ長調
4つの厳粛な歌 作品121
ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25
喜歌劇「こうもり」序曲
「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 第1楽章
「ペール・ギュント」 “朝”
「ペール・ギュント」 ”山の魔王の宮殿にて”
喜歌劇「軽騎兵」序曲
愛の挨拶
交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章
歌劇「アルフォンソとエストレッラ」序曲作品69 D732
組曲「ホルベアの時代より」 作品40
交響曲 第7番 ロ短調 「未完成」 D759

ヘンゼルト
フランツ・シュミット

ピアノ協奏曲 ヘ短調 作品16
交響曲第4番 ハ長調

バーバー
マスカーニ
スーザ
杉本竜一
ビゼー
J.シュトラウス
ブラームス

弦楽のためのアダージョ
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲
行進曲「星条旗よ永遠なれ」
Believe
歌劇「カルメン」前奏曲
ラデツキー行進曲
ハンガリー舞曲 第1番
スラヴ舞曲集 「 第1番作品46－1」「第8番作品46－8」「 第10番作品72－2」
「第7番 作品46－7」「第9番作品72－1」「第15番作品72－7」
連作交響詩「わが祖国」“モルダウ”
故郷（ふるさと）
歌劇「セヴィリアの理髪師」序曲
リュートのための古風な舞曲とアリア 第3組曲 “シチリアーナ”
ハンガリー舞曲 第5番
ハンガリー舞曲 第6番
美しく青きドナウ
歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
悲しきワルツ
「くるみ割り人形」 “行進曲”
「くるみ割り人形」 “花のワルツ”

ドヴォルザーク
合唱：特別出演・ピクダム

2012/3/31

オーケストラの日コンサート
0歳児からの親子で楽しむオーケストラ

堺市立東文化会館 北野田フェスティバル

柴田真郁

スメタナ
岡野貞一
ロッシーニ
レスピーギ
ブラームス
ブラームス
J.シュトラウス2世
グリンカ
シベリウス
チャイコフスキー
チャイコフスキー

大阪フィルハーモニー交響楽団
公演日

公演名

2011/4/6 マチネシンフォニー Vol.5

公演会場

指揮者

ソリスト／共演

ザ･シンフォニーホール

井上道義

2011/4/14 第447回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

大植英次

2011/4/15 第447回 定期演奏会

以下2011/4/14と同じ

2011/4/19 京都特別演奏会

京都コンサートホール

大植英次

Pf：小曽根真

2011/4/24 星空コンサート

大阪城西ノ丸庭園

大植英次

Vn：林周雅

2011/5/19 第448回 定期演奏会
2011/5/20 第448回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

Pf：アンドレイ・イヴァノヴィッチ

アレクサンダー・リープライヒPf：ピョートル・アンデルシェフスキ
At：小山由美
合唱：大阪フィルハーモニー合唱団

大阪フィルハーモニー会館

新通英洋

2011/6/16 第449回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

クシシュトフ・ウルバンスキ Vn：諏訪内晶子

2011/6/17 第449回 定期演奏会

以下2011/6/16と同じ

2011/6/23 いずみホール特別演奏会

いずみホール

延原武春

2011/6/25 ゆめ・まち・チャリティーコンサート

梅田芸術劇場

船橋洋介

2011/7/4 海の日記念チャリティーコンサート

ザ･シンフォニーホール

高関健

2011/7/8 にしなりクラシック

大阪フィルハーモニー会館

円光寺雅彦

ザ･シンフォニーホール

大植英次

2011/7/15 第450回 定期演奏会

以下2011/7/14と同じ

2011/7/20 チャイコフスキーセレクション No.1

ザ･シンフォニーホール

大植英次

2011/7/30 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協会

円光寺雅彦

2011/7/30 親子のためのオーケストラ体験教室
2011/7/31 親子のためのオーケストラ体験教室
2011/7/31 親子のためのオーケストラ体験教室

以下2011/7/30と同じ
以下2011/7/30と同じ
以下2011/7/30と同じ

2011/8/6 3大交響曲の夕べ
2011/8/26 チャイコフスキー・セレクションNo.2

鏡の眼
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
組曲「展覧会の絵」
交響曲 第2番 ニ長調 作品43
交響曲 第2番 「不安の時代」

曲名

モーツァルト
マーラー
エルガー
ドヴォルザーク
Ｊ.コリー
ブラームス
J.ウィリアムズ
コープランド
チャイコフスキー

ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 K.271 「ジュノム」
交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
創作主題による変奏曲「エニグマ」 作品36から 「ニムロード」
スラヴ舞曲集 第1集から ト短調 作品46-8
想い出のサンフランシスコ
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 第3楽章
映画「スーパーマン」から 「テーマ」
リンカーンの肖像
祝典序曲「1812年」 作品49

プロコフィエフ

交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」

モーツァルト

ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466

プロコフィエフ

カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」 作品78

モーツァルト
エルガー
メンデルスゾーン
チャイコフスキー
ディーリアス
アイルランド民謡
ビゼー
ルトスワフスキ
シマノフスキ
ストラヴィンスキー

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
愛のあいさつ 作品12
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」「金平糖の精の踊り」「花のワルツ」
小管弦楽のための2つの小品から 「春を告げるかっこうを聞いて」
ロンドンデリーの歌
「アルルの女」 第2組曲
小組曲
ヴァイオリン協奏曲 第2番 作品61
バレエ音楽「火の鳥」(1945年版）

ハイドン
モーツァルト
ベートーヴェン
アンダソン
アンダソン
J.シュトラウス
サン＝サーンス／和田薫 編
團伊玖磨
J.シュトラウス I
ハチャトゥリヤン
ブラームス
ラヴェル
ベートーヴェン
ベートーヴェン
リムスキー＝コルサコフ
モーツァルト
ベートーヴェン
メンデルスゾーン
シューマン
J.シュトラウス
ビゼー
チャイコフスキー
オットー・クレンペラー

交響曲 第83番 ト短調 「めんどり」
フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313（285c）
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
舞踏会の美女
トランペット吹きの休日
ポルカ「狩りにて」 作品373
ふしぎな動物園
ぞうさん
ラデツキー行進曲 作品228
組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ボレロ
カンタータ「海の静けさと幸ある航海」 作品112
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
交響組曲「シェエラザード」 作品35
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
「子どもの情景」から 「トロイメライ」 作品15-7
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
「カルメン」 第1組曲
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a
メリー・ワルツ

ベートーヴェン

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56

ラヴェル
R.シュトラウス

ピアノ協奏曲 ト長調
組曲「ばらの騎士」 作品59

チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
J.シュトラウス I
ベートーヴェン
ビゼー
ワーク
ベルリオーズ

ミステリーピース
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36
バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」
ラデツキー行進曲 作品228
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
大きな古時計
序曲「ローマの謝肉祭」 作品9

シューベルト
ベートーヴェン
ドヴォルザーク
チャイコフスキー
チャイコフスキー

交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第5番 ホ短調 作品64

以下2011/5/19と同じ

2011/5/28 にしなりクラシック

2011/7/14 第450回 定期演奏会

作曲／編曲
井上道義
ラフマニノフ
ムソルグスキー
シベリウス
バーンスタイン

ザ・シンフォニーホール

小林研一郎

ザ・シンフォニーホール

大植英次

Fl：野津臣貴博

Pf：伊藤恵

Pf：デニス・プロシャイエフ
Vn：長原幸太 Vn：趙静
Pf：デニス・プロシャイエフ

Pf：マキシム・ベッケルマン

Vn：ボリス・ベルキン

2011/9/1 青少年のためのコンサート

NHK大阪ホール

大植英次

いずみホール

延原武春

2011/9/20 第451回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

下野竜也

2011/9/21 第451回 定期演奏会
2011/10/5 第452回 定期演奏会
2011/10/6 第452回 定期演奏会

以下2011/9/20と同じ
ザ･シンフォニーホール
以下2011/10/5と同じ

ラドミル・エリシュカ

2011/9/15

いずみホール特別演奏会
《ウィーン古典派シリーズ V》

Cl：ブルックス・トーン

ザ･シンフォニーホール

井上道義

Gt：村治佳織
Vn：三浦文彰

2011/11/2 チャイコフスキー・セレクション No.3

ザ・シンフォニーホール

大植英次

Vc：セルゲイ・アントノフ

2011/11/9 第453回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

大植英次

MS：小川明子
Tn：ジョン・ヴィラーズ

2011/11/10 第453回 定期演奏会

以下2011/11/9と同じ

2011/10/12 マチネ・シンフォニー V

2011/11/24

いずみホール特別演奏会
《ウィーン古典派シリーズ VI》

いずみホール

延原武春

2011/12/15

《スペシャルライブ》
吹奏楽 meets オーケストラ

ザ・シンフォニーホール

下野竜也

2011/12/29 第9シンフォニーの夕べ

ザ・シンフォニーホール

2011/12/30 第9シンフォニーの夕べ

以下2011/12/29と同じ

大植英次

Tp：エリック・ミヤシロ

ザ・シンフォニーホール

円光寺雅彦

バンドネオン：三浦一馬
Fl：高木綾子
Sp：嘉目真木子 Tn：錦織健

2012/1/26 第454回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

2012/1/27 第454回 定期演奏会

以下2012/1/26と同じ

2012/2/16 第455回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

大植英次

2012/2/17 第455回 定期演奏会
2012/2/19 第49回東京定期演奏会

以下2012/2/16と同じ
サントリーホール

以下2012/2/16と同じ

2012/3/8 第456回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

大山平一郎

2012/3/9 第456回 定期演奏会

以下2012/3/8と同じ

大植英次

2012/3/27 青少年のためのコンサート II

ザ･シンフォニーホール

中井章徳

2012/3/31 大植英次スペシャルコンサート

ザ･シンフォニーホール

大植英次

序曲「謝肉祭」 作品92
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」 第2楽章から
組曲「グランド・キャニオン」から 「山道を行く」
交響詩「フィンランディア」 作品26
ツィガーヌ
「ダフニスとクロエ」 第2組曲
交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」
クラリネット協奏曲 イ長調 K.622
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
フーガの技法 BWV1080から コントラプンクトゥス X、IX
マドリッドの夜の帰営ラッパ
交響曲 第2番 ハ短調

スメタナ

連作交響詩「わが祖国」

ファリャ
ロドリーゴ
ラロ
ファリャ
チャイコフスキー
チャイコフスキー
シューベルト

バレエ組曲「三角帽子」 第1部
アランフェス協奏曲
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 作品21 「スペイン交響曲」
バレエ組曲「三角帽子」 第2部
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
交響曲 第5番 変ロ長調 D.485

マーラー

大地の歌

ハイドン
モーツァルト
ベートーヴェン
バーンズ／中原達彦 編
コダーイ
A.カレッジ
バッハ
真島俊夫
J.V.d.ロースト／中原達彦 編
ホルスト

交響曲 第101番 ニ長調 「時計」
ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191（186e）
交響曲 第7番 イ長調 作品92
アルヴァマー序曲（管弦楽版）
ハンガリー民謡「くじゃくは飛んだ」による変奏曲
映画「スター・トレック」から 「テーマ」
シシリアーノ
3つのジャポニズム（管弦楽版）
カンタベリーコラール（弦楽合奏版）
組曲「惑星」 作品32から 「木星」

Sp：スザンネ・ベルンハート
At：カロリン・マズア
Tn：トーマス・クーリー
ベートーヴェン
Br：アンドレアス・バウアー
合唱：大阪フィルハーモニー合唱団、大
阪音楽大学合唱団

Sp：嘉目真木子 Tn：錦織健
2012/1/15 第81回 新春名曲コンサート

ドヴォルザーク
ベートーヴェン
グローフェ
シベリウス
ラヴェル
ラヴェル
ハイドン
モーツァルト
ベートーヴェン
バッハ／ベリオ 編
ボッケリーニ／ベリオ 編
ブルックナー

Pf：野平一郎

Vn：長原幸太

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

ヴェルディ
ベッリーニ
ララ
プッチーニ
ロッシーニ
ピアソラ／三浦一馬 編
ピアソラ
フォーレ
尾高尚忠
バーンスタイン
レスピーギ
ハイドン
ベートーヴェン

歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
歌劇「カプレーティ家とモンテッキ家」から 「ああ、いくたびか」
グラナダ
歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のいとしいお父さん」
歌劇「セビーリャの理髪師」から 「ほら空が明るくなってきた」
フーガ 9
バンドネオン協奏曲 第1楽章
シシリエンヌ
フルート小協奏曲 第3楽章
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「トゥナイト」
交響詩「ローマの松」
交響曲 第92番 ト長調 「オックスフォード」
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

ベートーヴェン
ストラヴィンスキー

交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
バレエ音楽「春の祭典」

ウェーバー
ベートーヴェン
シューマン

歌劇「オベロン」序曲
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
交響曲 第3番 変ホ長調 作品97 「ライン」

ベルリオーズ
リスト
ブラームス
ブラームス
サラサーテ
スッペ
ドリーブ
チャイコフスキー
メンデルスゾーン
エルガー
ブルックナー

劇的物語「ファウストの劫罰」 作品24から 「ハンガリー行進曲」
ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調
ハンガリー舞曲集 第3番 ヘ長調
ツィゴイネルワイゼン 作品20
喜歌劇「軽騎兵」序曲
バレエ組曲「シルヴィア」から 「バッカスの行列」
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「小さな序曲」「行進曲」
付随音楽「真夏の夜の夢」 作品61から 「結婚行進曲」
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
交響曲 第8番 ハ短調

関西フィルハーモニー管弦楽団
公演日

公演名

公演会場

指揮者

2011/4/3 第2回 奈良定期演奏会

なら100年会館 大ホール

藤岡幸夫

2011/4/7 コミュニティーコンサート Vol.49

オークホール

藤岡幸夫

ソリスト／共演
Pf：山本貴志

Vn：オーギュスタン・デュメイ
2011/4/29 第228回 定期演奏会

2011/5/6 「友の会会員限定コンサート」

ザ・シンフォニーホール

オークホール

オーギュスタン・デュメイ

Vn：オーギュスタン・デュメイ
Vc：パヴェル・ゴムツィアコフ
Pf：児玉桃
Vn：オーギュスタン・デュメイ
オーギュスタン・デュメイ、
Vc：パヴェル・ゴムツィアフ
藤岡幸夫

2011/5/12 関西フィル・ブラス・セクション Vol.5

ザ・フェニックスホール

藤岡幸夫

2011/5/19 コミュニティーコンサート Vol.50

オークホール

飯守泰次郎

Pf：伊藤香紀

2011/5/31 第229回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

飯守泰次郎

Pf：ケマル・ゲキチ
Tn：竹田昌弘 Br：片桐直樹
Tn：二塚直紀

2011/6/15 いずみホールシリーズ Vol.22

いずみホール

藤岡幸夫

Pf：菊池洋子

2011/6/23 第230回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

尾高忠明

2011/7/8 第231回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

飯守泰次郎

オークホール

ギオルギ・バブアゼ

いずみホール

藤岡幸夫

文化パルク城陽プラムホール

藤岡幸夫

ザ・シンフォニーホール

オーギュスタン・デュメイ

2011/9/10 いずみホールシリーズ Vol.23

いずみホール

オーギュスタン・デュメイ

2011/10/7 第233回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

藤岡幸夫

2011/10/22 いずみホールシリーズ Vol.24

いずみホール

飯守泰次郎

2011/11/13 いずみホールシリーズ Vol.25

いずみホール

オーギュスタン・デュメイ

2011/11/18 第234回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

オーギュスタン・デュメイ

2011/12/11 「第九」特別演奏会

ザ・シンフォニーホール

小松長生

2011/7/14 コミュニティーコンサート Vol.51

2011/8/7 Meet the Classic Vol.23
2011/8/28 第1回 城陽定期演奏会
2011/9/2 第232回 定期演奏会

2012/1/14 Meet the Classic Vol.24

2012/2/3 第235回定期演奏会

いずみホール

藤岡幸夫

ザ・シンフォニーホール

藤岡幸夫

作曲／編曲
チャイコフスキー
ベートーヴェン
ハイドン
ハイドン
ベートーヴェン
モーツァルト
モーツァルト

曲名
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
交響曲 第93番 ニ長調
交響曲 第101番 ニ長調 「時計」
ロマンス 第1番 ト長調 作品40
ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ ホ長調 K.261
交響曲 第29番 イ長調 K.201（186a）

ベートーヴェン

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56

サン＝サーンス
サン＝サーンス
サン＝サーンス
川上肇
ヤン・クーツィール
フランツ・シュトラウス
ダニエル・シュナイダー
チャイコフスキー／川上肇 編
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト

ミューズと詩人たち 作品132
チェロ協奏曲 第1番 イ短調 作品33
交響曲 第1番 変ホ長調 作品2
Fanfare for 11
小組曲
6つの四重奏曲から
3つのアメリカンダンス
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71（ハイライト）
ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 K.271 「ジュノム」
交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466

ワーグナー

楽劇「ジークフリート」から 第1幕

ウェーバー
モーツァルト
ブラームス
リャードフ
Vc：宮田大
ショスタコーヴィチ
ラフマニノフ
池辺晋一郎
Vn：松田理奈
ブルッフ
ブルックナー
Vc：向井航
ハイドン
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
アンダソン
バンドネオン：三浦一馬
ピアソラ
ベートーヴェン
Vn：オーギュスタン・デュメイ
モーツァルト
チャイコフスキー
Vn：オーギュスタン・デュメイ
ベートーヴェン
モーツァルト
Vn：オーギュスタン・デュメイ、ラチャ・ア モーツァルト
ヴァネシヤン
モーツァルト
モーツァルト
一柳慧
Pf：中野翔太
リスト
Sp：半田 美和子
マーラー
Pf：相沢吏江子、濱田あや
バッハ
モーツァルト
ドヴォルザーク
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
Pf：児玉桃
モーツァルト
シューベルト
Pf：ベルトラン・シャマユ
ベートーヴェン
サン＝サーンス
ベートーヴェン
Sp：並河 寿美 At：西村薫
ベートーヴェン
Tn：吉田浩之 Br：藤村匡人
アンダソン
Gr：福田進一
ロドリーゴ
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
Pf：小山実稚恵
ブラームス
吉松隆
シベリウス

歌劇「魔弾の射手」序曲 作品77
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
交響曲 第4番 ホ短調 作品98
魔法にかけられた湖 作品62
チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107
交響曲 第1番 ニ短調 作品13
悲しみの森
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26
交響曲 第1番 ハ短調（リンツ稿）
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
交響曲 第22番 ハ長調 K.162
交響曲 第23番 ニ長調 K.181
交響曲 第26番 変ホ長調 K.184（161a）
舞踏会の美女
バンドネオン協奏曲
交響曲 第7番 イ長調 作品92
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
交響曲 第40番 ト短調 K.550
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」
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）
交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
弦楽のためのインタースペース
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
交響曲 第4番 ト長調
2台のピアノのための協奏曲 第2番 ハ長調 BWV1061
2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K.365（316a）
交響曲 第7番 ニ短調 作品70
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ長調 K.211
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ト長調 K.216
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調 K.271 「ジュノム」
イタリア風序曲 第1番 ニ長調 D.590
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
交響曲 第1番 変ホ長調 作品2
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲 作品43
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
舞踏会の美女
アランフェス協奏曲
ワルツ「酒，女，歌」 作品333
ポルカ「観光列車」 作品281
ワルツ「春の声」 作品410
ポルカ「狩りにて」 作品373
無窮動 作品257
皇帝円舞曲 作品437
ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15
朱鷺によせる哀歌
交響曲 第7番 ハ長調 作品105

メンデルスゾーン
2012/2/17 コミュニティーコンサート Vol.52

オークホール

ツィンツァーゼ

ギオルギ・バブアゼ

ツィンツァーゼ
2012/3/17 大阪市中央公会堂 特別演奏会

大阪市中央公会堂

金聖響

Vc：伊東裕

2012/3/21 第236回 定期演奏会

ザ・シンフォニーホール

飯森範親

Vn：木嶋真優

大船渡市民会館リアスホール

藤岡幸夫

Vn：岩谷祐之、栄嶋道広
Va：岩井英樹 Vc：池村佳子
Pf：今岡淑子 Vo：内藤里美

いずみホール

藤岡幸夫

2012/3/26

ローム・被災地支援コンサート
「こどもとクラシック」

東日本大震災復興支援チャリティーコンサート
「ずっと大阪を、もっと元気に！」コンサート
※入場料備考：一口6,000円で任意の口数で申込み
2012/3/28
可。なお6,000円のうち1,000円を義援金とする。
申し込んだ口数を最大枚数として
鑑賞券を希望する・しないをお選びいただく。

ベートーヴェン
ハイドン
ブラームス
ムソルグスキー
ハチャトゥリヤン
カリンニコフ
モーツァルト
バッハ
グノー
モンティ
ドヴォルザーク
バーンスタイン
ガーシュイン
葉加瀬太郎
モリコーネ
外国曲
外国曲
湯山昭
湯山昭
山本正美
エルガー
ドヴォルザーク
ヴィヴァルディ
ブラームス
川上肇 編
岡野貞一
ベートーヴェン

弦楽のための交響曲 第9番 ハ長調 「スイス」
弦楽のための組曲～「Alabanian song “Spring is coming”」「Hungarian dance “Chardash”」
「Slovakian song」「Bulgarian song “Old forest”」「Tibetian dance」「Indian dance」
弦楽のための10の小品～「Lale」「Sisatura」「Chonguri」「Mtskemsuri」「Kvuria」「Satsekvao」
「Tsitsinatela」「Hasanbegura」「Gandagan」「Tsoli gamididgulda」
序曲「コリオラン」 作品62
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調
交響曲 第2番 ニ長調 作品73
交響詩「はげ山の一夜」（原典版）
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
交響曲 第1番 ト短調
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
無伴奏ヴァイオリン・ソナタから 「アンダンテ」
歌劇「ファウスト」から 「宝石の歌」
チャールダーシュ
弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調 作品96 「アメリカ」 第4楽章
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「素敵な気持ち」
I got Rhythm
情熱大陸
ネッラ・ファンタジア
大きな栗の木の下で
山小屋いっけん
バスごっこ
あめふりくまのこ
ねむの木の子守唄
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
スラヴ舞曲集 第2集 作品72から
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から
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
春のメドレー～「春が来た」「さくら」「こいのぼり」「茶摘み」「たんちゃめ」
ふるさと
交響曲 第7番 イ長調 作品92

日本センチュリー交響楽団（旧大阪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
Pf：河村尚子
Tn：福井敬

作曲／編曲
リスト
リスト
マンシーニ
バティスタ・モンテルデ

2011/4/21 第160回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

小泉和裕

2011/5/13 病院コンサート

母子保健総合医療センター

なし

2011/5/16 病院コンサート

急性期・総合医療センター

なし

2011/5/16 病院コンサート

呼吸器・アレルギー医療センター

なし

モーツァルト
R.ロジャーズ

2011/5/17 病院コンサート

成人病センター

なし

ヴィヴァルディ
モーツァルト

2011/5/17 支援学校コンサート

大阪府立吹田支援学校 鳥飼校

なし

宮沢和史
バッハ

2011/5/18 支援学校コンサート

大阪府立和泉支援学校

なし

マンシーニ
民謡

2011/5/18 支援学校コンサート

大阪府立泉北支援学校

なし

モーツァルト
谷村新司

2011/5/19 支援学校コンサート
2011/5/19 支援学校コンサート

大阪府立堺支援学校
大阪府立岸和田支援学校

以下2011/5/18と同じ
以下2011/5/18と同じ

2011/5/22 四季コンサート「春」

NHK大阪ホール

小泉和裕

Pf：田村響

2011/5/26 第161回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

沼尻竜典

Vn：フォルクハルト・シュトイデ
Sp：角田祐子

2011/6/9 第162回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

ジョセフ・ウォルフ

Vn：後藤龍伸 Ob：宮本克江
Cl：持丸秀一郎
Fg：宮本謙二 Hr：木川博史

モーツァルト

2011/6/14 タッチ・ジ・オーケストラ

センチュリー・オーケストラ・ハウス

2011/6/15
2011/6/16
2011/6/17
2011/6/18
2011/6/19
2011/6/20
2011/6/21

以下、2011/6/14と同じ（8回）
以下、2011/6/14と同じ（8回）
以下、2011/6/14と同じ（8回）
以下、2011/6/14と同じ（8回）
以下、2011/6/14と同じ（8回）
以下、2011/6/14と同じ（8回）
以下、2011/6/14と同じ（8回）

タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ

関谷弘志

2011/6/26 三重特別演奏会

三重県文化会館ホール 大ホール

小泉和裕

2011/6/28 タッチ・ジ・オーケストラ

センチュリー・オーケストラ・ハウス

工藤俊幸

2011/6/28
2011/6/29
2011/6/29
2011/6/30
2011/6/30
2011/7/1
2011/7/1

以下、2011/6/28と同じ（8回）
以下、2011/6/28と同じ（8回）
以下、2011/6/28と同じ（8回）
以下、2011/6/28と同じ（8回）
以下、2011/6/28と同じ（8回）
以下、2011/6/28と同じ（8回）
以下、2011/6/28と同じ（8回）

タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ
タッチ・ジ・オーケストラ

2011/7/7 第163回 定期演奏会
2011/7/16

日本センチュリー交響楽団 & 田部京子のベートー
ヴェン

Pf：小山実稚恵

ザ･シンフォニーホール

小泉和裕

Vc：ウェン=シン・ヤン

神戸新聞 松方ホール

現田 茂夫

Pf：田部京子

2011/7/18 日本センチュリー交響楽団 福井特別演奏会

福井県立音楽堂 ハーモニーホールふく
小泉和裕
い

Pf：小山実稚恵

2011/7/24 日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演 vol.2

びわ湖ホール

大山平一郎

Vn：パク・ヘユン

2011/8/21 センチュリー四季コンサート 夏

NHK大阪ホール

小泉和裕

Vn：滝千春

曲名
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
ファウスト交響曲
ピンクパンサー
闘牛士のマンボ
ほか
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
フルート四重奏曲 第1番 ニ長調 K.285
ほか
ピアノ・ソナタ イ長調 K.331 「トルコ行進曲つき」
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「エーデルワイス」
ほか
ファゴット協奏曲から
2本のファゴットのためのソナタから
ほか
風になりたい
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ほか
ピンクパンサー
ソーラン節
ほか
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
いい日旅立ち
ほか

グリンカ
チャイコフスキー
ドヴォルザーク
モーツァルト
マーラー
武満徹

歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
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」
交響曲 第4番 ト長調
ノスタルジア（アンドレイ･タルコフスキーの追憶に）

モーツァルト

協奏交響曲 変ホ長調 K.Anh.9（C14.01）

ベートーヴェン
ヴェルディ
チャイコフスキー
チャイコフスキー
モーツァルト
杉本竜一
J.シュトラウス I

交響曲 第2番 ニ長調 作品36
歌劇「ナブッコ」序曲
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 第3楽章
歌劇「後宮からの誘拐」序曲 K.384
Believe
ラデツキー行進曲 作品228

グリンカ
ラフマニノフ
ドヴォルザーク
ヴェルディ
チャイコフスキー
チャイコフスキー
モーツァルト
杉本竜一
J.シュトラウス I

歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
歌劇「ナブッコ」序曲
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「トレパーク」
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 第3楽章
歌劇「魔笛」序曲 K.620
Believe
ラデツキー行進曲 作品228

ショスタコーヴィチ
プロコフィエフ
ベートーヴェン
ベートーヴェン
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
メンデルスゾーン
モーツァルト
ベートーヴェン
モーツァルト
ラヴェル
ビゼー

チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 作品107
交響曲 第5番 変ロ長調 作品100
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
交響曲 第7番 イ長調 作品92
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
セレナード ハ長調 作品48
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
付随音楽「エグモント」序曲 作品84
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」
ボレロ
「アルルの女」 第2組曲

2011/8/28 星空ファミリーコンサート 第二夜

服部緑地野外音楽堂

ビゼー
デュカス
ブラームス
チャイコフスキー

小田野宏之

編曲

2011/9/15 第164回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

マルティン・ジークハルト

Vn：ミハイル・シモニアン

2011/10/13 第165回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

ガエターノ・デスピノーサ

Pf：小川典子

丸福珈琲千日前本店2階

なし

いずみホール

小田野宏之、髙橋裕之

2011/11/13 センチュリー四季コンサート 秋

NHK大阪ホール

小泉和裕

Pf：福間洸太朗

2011/11/17 第166回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

小泉和裕

Tp：オーレ・エドワルド・アントンセン

2011/11/23 神戸特別演奏会

神戸新聞松方ホール

山下一史

Pf：岡田将

2011/12/8 第167回定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

沼尻竜典

2012/1/15 京都特別演奏会

京都コンサートホール

小泉和裕

2012/1/18 特別支援学校コンサート

ビッグ・アイ

小田野宏之

ザ･シンフォニーホール

ミハウ・ドヴォジンスキ

大阪駅5階 時空の広場

なし

2011/10/27

個人賛助会員・ドネーションシートドナー対象 懇親
会

2011/11/3 フレンドシップ コンサート

2012/2/9 第168回 定期演奏会

2012/2/17 第8回 センチュリーエキコン

Pf：児玉麻里、児玉桃
Vn：四方恭子 Vc：横坂源

Vn：イザベル・ファウスト

杉本竜一
スメタナ
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
ドビュッシー
モーツァルト
レスピーギ
バッハ
モーツァルト
R.ロジャーズ
ブラームス
バッハ
リスト
シベリウス
ドリーブ
チャイコフスキー
ドビュッシー
グリーグ
ムソルグスキー／ラヴェル 編
モーツァルト
ハイドン
オネゲル
リスト
リスト
リスト
リスト
プーランク
バンテュス
ショスタコーヴィチ
ブラームス
ブラームス
ビゼー
ビゼー
オッフェンバック
ブラームス
ドヴォルザーク
ルトスワフスキ
プロコフィエフ
シベリウス
モーツァルト
モーツァルト
葉加瀬太郎／島津秀雄 編
ファルカシュ
編曲
編曲

2012/2/23 議場コンサート

大阪市中央区

なし

2012/2/26 四季コンサート 冬

NHK大阪ホール

小泉和裕

いずみホール

小田野 宏之

2012/3/18 びわ湖定期公演 vol.3

びわ湖ホール

小泉和裕

Pf：小菅優

2012/3/22 第169回 定期演奏会

ザ･シンフォニーホール

小泉和裕

Pf：小菅優

2012/3/23 第8回 センチュリーエキコン

大阪駅 5階 時空の広場

なし

2012/3/23 第8回センチュリーエキコン

以下、2012/3/23と同じ

2012/3/4

センチュリー・ユースオーケストラ
第4回 定期演奏会

Vn：南紫音

Vn：松浦奈々
2012/3/31 オーケストラの日 2012

いずみホール

小泉和裕

リチャード・M.シャーマン＋ロバート・B.
シャーマン／松原幸広 編
チャイコフスキー
ピアソラ
シューマン／高橋宏明 編
ブラームス／高橋宏明 編
ワーグナー
メンデルスゾーン
ベートーヴェン
シベリウス
ムソルグスキー
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
シューマン
ブルックナー
カスパー・クンマー
マイケル・キッビ
バッハ
バッハ
ダニエル・ドルフ
スッペ
バッハ
モンティ
スメタナ
グリーグ
J.シュトラウス
ドビュッシー
シベリウス

「アルルの女」 第1組曲から 「前奏曲」
交響詩「魔法使いの弟子」
大学祝典序曲 作品80
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から
がんばろうニッポン！応援ソングメドレー～「時代」「見上げてごらん夜の星を」「世界に一つだけ
の花」「負けないで」
Believe
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
交響組曲「春」
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調 K.537 「戴冠式」
交響詩「ローマの松」
ゴルトベルク変奏曲から
ピアノ・ソナタ イ長調 K.331 「トルコ行進曲つき」
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「エーデルワイス」「私のお気に入り」
大学祝典序曲 作品80
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
交響詩「フィンランディア」 作品26
バレエ組曲「シルヴィア」
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71a
牧神の午後への前奏曲
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
組曲「展覧会の絵」
交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
トランペット協奏曲 変ホ長調
交響曲 第3番 「典礼風」
交響詩「前奏曲」
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
ピアノ協奏曲 第2番 イ長調
ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
2台のピアノと管弦楽のための協奏曲
2台のピアノと管弦楽のための協奏曲（日本初演）
交響曲 第6番 ロ短調 作品54
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
交響曲 第1番 ハ短調 作品68
歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
喜歌劇「天国と地獄」から 序曲～カンカン
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
小組曲
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 作品19
交響曲 第2番 ニ長調 作品43
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」
きらきら星変奏曲 ハ長調 K.265
エトピリカ
17世紀の古いハンガリー舞曲
日本の唄メドレー～「花」「夏の思い出」「紅葉」「ペチカ」「雪」
ディズニー・ミュージック・コレクション～「狼なんかこわくない」「口笛吹いて働こう」「いつか王子様
が」「私の赤ちゃん」「星に願いを」
小さな世界
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「花のワルツ」
リベルタンゴ
「子どもの情景」から 「トロイメライ」 作品15-7
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
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
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
組曲「カレリア」 作品11
交響詩「はげ山の一夜」
交響曲 第7番 イ長調 作品92
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
交響曲 第2番 ハ短調
2つの協奏的二重奏曲 作品46 第1楽章
セレナード 作品131から 「ブルース」「タランテラ」「オラ」
フランス組曲 第2番 BWV813から 「エール」
フランス組曲 第3番 BWV814から 「アルマンド」
3つのロマンスから 「サルトリー（タンゴ ドラマティコ）」
喜歌劇「軽騎兵」序曲
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
チャールダーシュ
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
「ペール・ギュント」 第1組曲 作品46から 「朝」
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ベルガマスク組曲から 「月の光」
交響詩「フィンランディア」 作品26

兵庫芸術文化センター管弦楽団
公演日

公演名

2011/4/8 第42回 定期演奏会
2011/4/9 第42回 定期演奏会
2011/4/10 第42回 定期演奏会
2011/4/23 室内オーケストラシリーズ 7

公演会場
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

指揮者

バッハ
ブラームス
フランク

曲名
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
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
交響曲 ニ短調

ハイドン
シェーンベルク
モーツァルト
モーツァルト
M.ローザ
コルンゴルト
千住明
ショパン
マンシーニ
フェイン
J.ウィリアムズ
J.ウィリアムズ
F.ワックスマン
B.ハーマン
スタイナー
スタイナー
ユン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
モーツァルト
ショスタコーヴィチ
ショスタコーヴィチ
ショスタコーヴィチ

弦楽四重奏曲 第32番 ハ長調 作品20-2
浄められた夜 作品4
ディヴェルティメント 第17番 ニ長調 K.334（320b） 第3楽章
交響曲 第36番 ハ長調 K.425 「リンツ」
映画「ベン・ハー」 序曲
映画「シー・ホーク」から
ピアノ協奏曲「宿命」（組曲）
バラード 第1番 ト短調 作品23
映画「ティファニーで朝食を」から 「ムーン・リバー」
映画「慕情」から 「恋は素晴らしきもの」
映画「スター・ウォーズ」から 「メインタイトル」
映画「E. T.」から 「FLYING THEME」
映画「陽のあたる場所」組曲～「Prelude」「Angela」「Loon Lake」「Farewell And Frenzy」「The
映画「危険な場所で」から 「DEATH HUNT」
映画「風と共に去りぬ」から 「タラのテーマ」
NOW VOYAGER
2つのオーボエのためのインヴェンション
三重奏曲 ハ長調 作品87
八重奏曲 変ホ長調 作品103
セレナード 第10番 変ロ長調 K.361（370a） 「グラン・パルティータ」
交響曲 第10番 ホ短調 作品93
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77
交響曲 第1番 ヘ短調 作品10

岩村力

バーンスタイン
チャイコフスキー
ストラヴィンスキー
J.シュトラウス I

｢キャンディード｣序曲
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36 第4楽章
バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）
ラデツキー行進曲 作品228

茂木大輔

モーツァルト
ベートーヴェン
ハイドン
ハイドン

歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
交響曲 第2番 ニ長調 作品36
交響曲 第44番 ホ短調 「悲しみ」
交響曲 第33番 ハ長調

マーラー

交響曲 第3番 ニ短調

Stanley Leonard
C.ルース
日本民謡／野本洋介 編
T.ゴーガー
ニコラウス A.フーバー
ムソルグスキー／安田直己 編

デュアレス
クカイリモク
ジャパニーズ・ガット・リズム
ゲインズボロー
クラッシュ・ミュージック
組曲「展覧会の絵」

佐渡裕

J.シュトラウス

喜歌劇「こうもり」

佐渡裕

マスカーニ
ラフマニノフ
ショスタコーヴィチ
ファリャ
ストラヴィンスキー

歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
ピアノ協奏曲 第1番 ハ短調 作品35
バレエ組曲「三角帽子」（抜粋）
バレエ組曲「プルチネッラ」

佐渡裕

ソリスト／共演
Vn：岩谷祐之 Vc：西谷牧人

以下2011/4/8と同じ
以下2011/4/8と同じ
兵庫県立芸術文化センター 小ホール

原田幸一郎

Pf：山本貴志
2011/4/29 PAC POPS！

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

2011/5/14 室内楽シリーズ 27

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

2011/5/20 第43回 定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

2011/5/21 第43回 定期演奏会
2011/5/22 第43回 定期演奏会

以下2011/5/20と同じ
以下2011/5/20と同じ

2011/6/2 わくわくオーケストラ教室

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

2011/6/2 わくわくオーケストラ教室

以下2011/6/2と同じ

2011/6/10 室内オーケストラシリーズ 8

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

2011/6/11 室内オーケストラシリーズ 8

以下2011/6/10と同じ
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
以下2011/6/17と同じ
以下2011/6/17と同じ

2011/6/17 第44回 定期演奏会
2011/6/18 第44回 定期演奏会
2011/6/19 第44回 定期演奏会

2011/6/25 室内楽シリーズ 28

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

2011/6/26 室内楽シリーズ 28

以下2011/6/25と同じ
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ
以下2011/7/16と同じ

2011/7/16 J.シュトラウス 喜歌劇「こうもり」
2011/7/18
2011/7/19
2011/7/20
2011/7/21
2011/7/22
2011/7/23
2011/7/24

J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス

喜歌劇「こうもり」
喜歌劇「こうもり」
喜歌劇「こうもり」
喜歌劇「こうもり」
喜歌劇「こうもり」
喜歌劇「こうもり」
喜歌劇「こうもり」

2011/9/9 第45回 定期演奏会
2011/9/10 第45回 定期演奏会
2011/9/11 第45回 定期演奏会

作曲／編曲

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
以下2011/9/9と同じ
以下2011/9/9と同じ

ピーター・ルバート

井上道義

佐渡裕

Vn：ボリス・ベルキン

At：ミシェル・デ・ヤング

Pf：ニュウニュウ

2011/9/17 PAC POPS！

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

マット・カティンガブ

2011/9/23 第23回 名曲コンサート

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

山下一史

2011/9/30 さど☆まさし 音楽会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

佐渡裕

2011/10/8 室内楽シリーズ 29

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

2011/10/15 第46回定期演奏会
2011/10/16
2011/10/17
2011/10/19
2011/10/20
2011/10/21
2011/10/22
2011/10/23
2011/10/24
2011/10/25
2011/10/26
2011/10/27
2011/10/27
2011/10/27
2011/10/28
2011/10/28

第46回定期演奏会
第46回定期演奏会
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
以下2011/10/15と同じ
以下2011/10/15と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ
以下2011/6/2と同じ

2011/11/5 室内オーケストラシリーズ 9

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

2011/11/6 室内オーケストラシリーズ 9

以下2011/11/5と同じ
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
以下2011/11/25と同じ
以下2011/11/25と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ

2011/11/15 わくわくオーケストラ教室
2011/11/16
2011/11/16
2011/11/17
2011/11/17

わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室

2011/11/25 第47回 定期演奏会
2011/11/26
2011/11/27
2011/12/6
2011/12/6
2011/12/7
2011/12/7
2011/12/8
2011/12/9
2011/12/9

第47回 定期演奏会
第47回 定期演奏会
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室

2011/12/17 子どものためのクリスマスコンサート

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

シュテファン・ザンデルリ
ンク

Pf：田村響

Pf：アレクサンダー・コブリン

松村秀明

以下2011/6/2と同じ

下野竜也

Vn：和波たかよし

岩村力

Br：晴雅彦

R.トゥームス
H.カーマイケル
J.V.ヒューゼン
バカラック
A.C.ジョビン
A.C.ジョビン
I.ジョーンズ
S.オリヴァー
D.ギブソン
カンダー
F.フィッシャー
C.ポーター
C.ポーター
C.ポーター
B.ハワード
HOPPER HAROLD S HAL
ハロルド
J.カーン
I.ゴードン
S.ディー
チャイコフスキー
ラフマニノフ
チャイコフスキー
シベリウス
マスカーニ
レスピーギ
さだまさし／渡辺俊幸 編
さだまさし／渡辺俊幸 編
さだまさし／渡辺俊幸 編
岡野貞一
モーツァルト
シューベルト
メンデルスゾーン
チャイコフスキー
ショスタコーヴィチ

One Mint Julep
Georgia On My Mind
Swingin’ on a star
LOOK OF LOVE THE
イパネマの娘
WAVE
It Had To Be You
Opus One
I Can't Stop Loving You
NEW YORK NEW YORK
Chicago
NIGHT AND DAY
Swell party
I've Got You Under My Skin
フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン
THERE S NO YOU
I VE GOT THE WORLD ON A STRING
Pick Yourself Up
Unforgettable
TOO YOUNG
歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
交響詩「フィンランディア」 作品26
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
交響詩「ローマの松」から 「アッピア街道の松」
風に立つライオン
案山子
主人公
ふるさと
ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a）
ます D.550
弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第15番 イ長調 作品141

シューベルト
モーツァルト
モーツァルト

交響曲 第4番 ハ短調 D.417 「悲劇的」
交響曲 第25番 ト短調 K.183（173dB）
セレナード 第12番 ハ短調 K.388（384a） 「ナハトムジーク（夜曲）」

バッハ
ブルックナー

ヴァイオリン協奏曲 第2番 ホ長調 BWV1042
交響曲 第8番 ハ短調

アンダソン
アンダソン
バッハ
モーツァルト
モーツァルト
グルーバー
J.マークス／今野登司憲 編
J.F.クーツ／今野登司憲 編

クリスマス・フェスティバル
そりすべり
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」
歌劇「フィガロの結婚」 K.492から 「もう飛ぶまいぞ，この蝶々」
歌劇「魔笛」 K.620から 「恋人か女房があればいいが」
きよしこの夜
赤鼻のトナカイ
サンタが街にやってくる

Vn：安永徹 Pf：市野あゆみ
2011/12/23 室内オーケストラシリーズ 10

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

2011/12/24 室内オーケストラシリーズ 10

以下2011/12/23と同じ

2012/1/7 第24回 名曲コンサート
2012/1/11 わくわくオーケストラ教室
2012/1/11
2012/1/12
2012/1/13
2012/1/13

わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室

2012/1/20 第48回 定期演奏会
2012/1/21
2012/1/22
2012/1/26
2012/1/27
2012/1/27

第48回 定期演奏会
第48回 定期演奏会
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室

2012/1/29 室内楽シリーズ 30

2012/2/7 わくわくオーケストラ教室
2012/2/8
2012/2/8
2012/2/9
2012/2/9

わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室
わくわくオーケストラ教室

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
以下2012/1/11と同じ
以下2012/1/11と同じ
以下2012/1/11と同じ
以下2012/1/11と同じ
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
以下2012/1/20と同じ
以下2012/1/20と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ
以下2011/11/15と同じ

大山平一郎
Pf：児玉麻里

2012/2/17 第49回 定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

2012/2/18 第49回 定期演奏会
2012/2/19 第49回 定期演奏会

以下2012/2/17と同じ
以下2012/2/17と同じ

2012/2/25 第25回 名曲コンサート

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

2012/3/3 室内オーケストラシリーズ 11

以下2012/3/2と同じ

2012/3/9 第50回 定期演奏会
2012/3/10 第50回 定期演奏会
2012/3/11 第50回 定期演奏会

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

Sp：並河寿美
Br：キュウ・ウォン・ハン

ブラームス

ドイツ・レクイエム 作品45

Tp：マティアス･ヘフス

モーツァルト
古曲
アンソニー・プログ
ジョン・バストン
バッハ
モーツァルト
エネスコ

歌劇「魔笛」序曲 K.620
ロマンスとヴァリエーション
トランペットとピアノのための3つの小品
協奏曲 ニ長調
協奏曲 ニ長調 BWV972
ソナタ ハ長調
レジェンド

シベリウス
シベリウス
シベリウス

組曲「カレリア」 作品11
交響曲 第7番 ハ長調 作品105
交響曲 第2番 ニ長調 作品43

ウェーバー
グリーグ
ブラームス
ブラームス
モーツァルト
モーツァルト
ベートーヴェン
ハイドン
メンデルスゾーン

歌劇「オベロン」序曲
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
交響曲 第1番 ハ短調 作品68
交響曲 第32番 ト長調 K.318
ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 K.417
交響曲 第1番 ハ長調 作品21
交響曲 第101番 ニ長調 「時計」 第4楽章
交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

J.シュトラウス
R.シュトラウス
ラヴェル

ポルカ「観光列車」 作品281
楽劇「サロメ」 作品54から 「7つのヴェールの踊り」
ラ・ヴァルス

ショスタコーヴィチ

交響曲 第14番 ト短調 作品135 「死者の歌」

シュペルガー
サラサーテ
エルガー
ボッテジーニ
ブラームス
竹内 邦光
ピアソラ／鈴木哲平 編
SAMMUT ERIC GABRIEL
ウェーバー
BARTHE ADRIEN
ヴァーゲンザイル
CALS MICHEL JEAN
トマジ
S.フィンク
S.フェルヘルスト
ピアソラ
ロッシーニ
チャイコフスキー
パガニーニ
ハチャトゥリヤン
外山雄三

コントラバスとピアノのためのソナタ ニ長調
序奏とタランテッラ 作品43
2つの小品 作品15
CAPRICCIO DI BRAVURA
ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調 作品108
落梅集―無伴奏バイオリンのために－古謡
「アディオス・ノニーノ」による2つのカデンツァ
カメレオン
ロマンス
コンクールのための小品
トロンボーン協奏曲
4つのインベンション
トロンボーン協奏曲
ドラム組曲 作品61
A Song for Japan
タンゴの歴史から 「カフェ1930」「ナイトクラブ1960」
歌劇「泥棒かささぎ」序曲
セレナード ハ長調 作品48から 「ワルツ」
24の奇想曲から イ短調 作品1-24
バレエ組曲「ガイーヌ」から 「剣の舞」
管弦楽のためのラプソディ

ピアソラ

リベルタンゴ

R.ロジャーズ
いずみ たく
J.シュトラウス I

「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「エーデルワイス」
手のひらを太陽に
ラデツキー行進曲 作品228

海老原光

以下2011/6/2と同じ

オッコ･カム

湯浅卓雄

Pf：小林愛実

井上道義
Sp：アンナ・シャファジンスカヤ
Bs：ニコライ・ディデンコ

2012/3/15 リサイタルシリーズ

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

Vn：原田亮子 Cb：谷口拓史

2012/3/16 リサイタルシリーズ

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

Tb：ロジャー・フラット
Perc：安田直己

2012/3/24 PAC 春休み 子どものためのオーケストラコンサート エルデホール
2012/3/25 PAC 春休み 子どものためのオーケストラコンサート 小野市うるおい交流館エクラ
兵庫県立芸術文化センター
2012/3/31 PAC 春休み 子どものためのオーケストラコンサート
KOBELCO大ホール

スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」

佐渡裕

以下2012/3/9と同じ
以下2012/3/9と同じ

2012/3/23 PAC 春休み 子どものためのオーケストラコンサート 洲本市文化体育館文化ホール

ドヴォルザーク
ベートーヴェン
ドヴォルザーク

以下2011/6/2と同じ

Hr：ラデク・バボラーク
2012/3/2 室内オーケストラシリーズ 11

ピアノ五重奏曲
ピアノ3重奏のための幻想曲 作品91
交響曲 第88番 ト長調 「V字」
抒情的アンダンテ 「愛の夢」

伊藤翔

兵庫県立芸術文化センター 小ホール

兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
以下2012/2/7と同じ
以下2012/2/7と同じ
以下2012/2/7と同じ
以下2012/2/7と同じ

ブリッジ
トゥリーナ
ハイドン
レーガー

岩村力

以下2012/3/23と同じ
以下2012/3/23と同じ
以下2012/3/23と同じ

クリストファ・ハーディー＆新谷祥子
パーカッション・デュオ

広島交響楽団
公演日

公演名

2011/4/7 ロマン派の旅路 19世紀を彩った作曲家 I

公演会場

指揮者

ソリスト／共演

アステールプラザ大ホール

秋山和慶

Pf：津田裕也

2011/4/17 第308回定期演奏会

広島市文化交流会館

秋山和慶

Pf：伊藤恵

2011/4/24 第14回廿日市定期演奏会

はつかいち文化ホールさくらぴあ

山下一史

アステールプラザ大ホール

秋山和慶

Vn：徳永二男

2011/5/27 第309回定期演奏会

広島市文化交流会館

秋山和慶

Vn：徳永二男

2011/6/15 ロマン派の旅路 19世紀を彩った作曲家 II

アステールプラザ大ホール

秋山和慶

2011/6/23 第310回定期演奏会

広島市文化交流会館

エヴァルド・ダネル

Vn：エヴァルド・ダネル

2011/7/18 第21回呉定期演奏会

呉市文化ホール

飯森範親

Vn：鈴木舞

2011/7/29 第311回定期演奏会

広島市文化交流会館

小林研一郎

Pf：金子三勇士

広島国際会議場フェニックスホール

山下一史

Vn：南紫音

2011/5/26

【震災チャリティー】
東日本大震災復興支援 チャリティコンサート

2011/8/5 平和の夕べコンサート

MS：加納悦子 Br：福島明也
2011/9/16 ロマン派の旅路 19世紀を彩った作曲家 III

アステールプラザ大ホール

秋山和慶

2011/9/22 第312回定期演奏会

広島市文化交流会館

広上淳一

2011/10/20 第313回定期演奏会

広島市文化交流会館

秋山和慶

2011/11/25 第314回定期演奏会

広島市文化交流会館

ロッセン・ゲルゴフ

2012/1/27 第315回定期演奏会

広島市文化交流会館

外山雄三

Vc：マーティン・スタンツェライト

Sp：半田美和子
Pf：イェルク・デームス

Vn：田野倉雅秋
2012/2/2 広響ファン感謝デーコンサート

アステールプラザ大ホール

秋山和慶

2012/2/5 第18回福山定期演奏会

ふくやま芸術文化ホール
リーデンローズ

秋山和慶

Vn：松田理奈

広島アステールプラザ大ホール

秋山和慶

Vn：クララ＝ジュミ・カン

2012/2/17 ロマン派の旅路 19世紀を彩った作曲家 IV

2012/2/24 第316回定期演奏会

2012/2/29

新進演奏会育成プロジェクト
オーケストラ・シリーズ 第5回（広島）

広島市文化交流会館

広島国際会議場フェニックスホール

沼尻竜典

小田野宏之

タンホイザー：福井敬
エリーザベト：安藤赴美子
ヴェーヌス：小山由美
ヴォルフラム：黒田博
Picc：坂田愛夏
Pf：瀬川泰代
Sp：岩崎有紀
Pf：船本奈美

作曲／編曲
グリンカ
グリーグ
ルビンシテイン
ボロディン
ムソルグスキー
ヴェルディ
モーツァルト
バーバー
ベートーヴェン
モーツァルト
モーツァルト
シベリウス
ハチャトゥリヤン
ストラヴィンスキー
シベリウス
サラサーテ
バッハ
サン＝サーンス
ドヴォルザーク
エルガー
岡野貞一／久留智之1編
ベートーヴェン
ベートーヴェン
スメタナ
リムスキー＝コルサコフ
リスト
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
モーツァルト
メンデルスゾーン
ベートーヴェン
リスト
リスト
チャイコフスキー
武満徹
モーツァルト
デュリュフレ
ベルリオーズ
チャイコフスキー
グノー
チャイコフスキー
モーツァルト
マーラー
ドビュッシー
ヴォーン＝ウィリアムズ
モーツァルト
ベートーヴェン
シューベルト
モーツァルト
ブラームス
ベートーヴェン
ロッシーニ
ブラームス
ビゼー／F.ワックスマン 編
R.シュトラウス
ベートーヴェン
ドヴォルザーク
ロンビ
エルガー
宮崎尚志／有馬三恵子 編
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ムソルグスキー／ラヴェル 編
バラキエフ
チャイコフスキー
チャイコフスキー

曲名
歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
4つのノルウェー舞曲 作品35
ピアノ協奏曲 第4番 ニ短調 作品70
交響詩「中央アジアの草原にて」
交響詩「はげ山の一夜」
歌劇「運命の力」序曲
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
弦楽のためのアダージョ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
歌劇「魔笛」序曲 K.620
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219 「トルコ風」
祝祭アンダンテ
組曲「仮面舞踏会」から 「夜想曲」「ワルツ」「ギャロップ」
バレエ組曲「火の鳥」(1919年版）
交響詩「フィンランディア」 作品26
ツィゴイネルワイゼン 作品20
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
ふるさと
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
歌劇「売られた花嫁」序曲
歌劇「雪娘」 組曲
交響詩「ハムレット」
交響曲 第8番 ト長調 作品88
チェコ組曲 ニ長調 作品39
ロマンス ヘ短調 作品11
マズルカ ホ短調 作品49
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
交響曲 第9番 ハ長調 K.73
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」
ハンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調
ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
3つの映画音楽から 「葬送の音楽」（映画「黒い雨」から）
交響曲 第40番 ト短調 K.550
レクイエム 作品9
序曲「ローマの謝肉祭」 作品9
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
歌劇「ファウスト」から 「バレエ音楽」
バレエ音楽「白鳥の湖」 作品20（抜粋）
交響曲 第41番 ハ長調 K.511 「ジュピター」
交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」
夜想曲
交響曲 第7番 「南極交響曲」
歌劇「魔笛」序曲 K.620
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
交響曲 第5番 変ロ長調 D.485
歌劇「後宮からの誘拐」序曲 K.384
交響曲 第3番 ヘ長調 作品90
交響曲 第1番 ハ長調 作品21
歌劇「泥棒かささぎ」序曲
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
カルメン幻想曲
交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 作品30（冒頭）
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第4楽章（終結部）
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章（終結部）
コペンハーゲン鉄道ギャロップ
行進曲「威風堂々」 作品39 第5番 ハ長調
それ行けカープ
歌劇「エフゲニー・オネーギン」作品24から 「ポロネーズ」
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
組曲「展覧会の絵」
3つのロシアの歌の主題による序曲
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

ワーグナー

歌劇「タンホイザー」（抜粋）

ヴィヴァルディ
ラヴェル
プッチーニ
ヴェルディ
ガーシュイン

ピッコロ協奏曲 ハ長調 RV.444
左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調
歌劇「ヴィッリ」から 「もし私がお前たちのような小さな花だったなら」
歌劇「オテッロ」から 「柳の歌」
ピアノ協奏曲 ヘ長調

2012/3/4 第19回島根定期演奏会

2012/3/9

大河ドラマ「平清盛」への招待
「交響朗読絵巻 清盛幻影」

2012/3/11 マイタウン・オーケストラ広響

島根芸術文化センターグラントワ

秋山和慶

Vn：南紫音
Sp：寺谷千枝子 At：澤江衣里
Tn：田中誠 Br：福島明也

笙・篳篥：東儀秀樹
Pf：塩谷哲 朗読：加藤あい
はつかいち文化ホールさくらぴあ

川瀬賢太郎

安芸区民文化センター

吉田行地

Tb：福原恭平

2012/3/16 第317回定期演奏会

広島市文化交流会館

秋山和慶

2012/3/17 マイタウン・オーケストラ広響

東区民センター

吉田行地

2012/3/18
2012/3/20
2012/3/23
2012/3/24
2012/3/25

南区民文化センター
安佐南区民文化センター
佐伯区民文化センター
西区民文化センター
安佐北区民文化センター

以下2012/3/17と同じ
以下2012/3/17と同じ
以下2012/3/17と同じ
以下2012/3/17と同じ
以下2012/3/17と同じ

2012/3/27 第15回地方都市オーケストラフェスティバル

すみだトリフォニーホール

秋山和慶

Vc：マーティン・スタンツェライト

2012/3/31 マイタウン・オーケストラ広響

広島アステールプラザ大ホール

秋山和慶

以下2012/3/17と同じ

マイタウン・オーケストラ広響
マイタウン・オーケストラ広響
マイタウンオーケストラ広響
マイタウン・コンサート広響
マイタウン・オーケストラ広響

Pf：小林愛実

バッハ
モーツァルト

管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
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」

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」

吉松隆
東儀秀樹
東儀秀樹
東儀秀樹
古典雅楽／東儀秀樹 編
プッチーニ／東儀秀樹 編
塩谷哲
ベートーヴェン
チャイコフスキー
エルガー
J.シュトラウス
モーツァルト
アンダソン
バルトーク
ビゼー
ロッシーニ
ドヴォルザーク
オッフェンバック
バッハ
F.ダヴィッド
エルガー
宮崎尚志
ハチャトゥリヤン
グリーグ
ボロディン
J.シュトラウス
モーツァルト
アンダソン
バルトーク
ビゼー
ロッシーニ
ドヴォルザーク
オッフェンバック
エルガー
宮崎尚志

大河ドラマ「平清盛」から 「テーマ曲」「あそびをせんとや」
越天楽幻想曲
蒼き海の道
大河悠久
蘭陵王
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
EARTH BEART
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第4楽章
交響曲 第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」 第4楽章（冒頭）
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
ポルカ「観光列車」 作品281
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ジャズ・ピツィカート
ルーマニア民族舞曲から IV～VII
「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ユモレスク
喜歌劇「天国と地獄」から 「カンカン」（指揮者コーナー）
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
トロンボーン小協奏曲 作品4
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
それ行けカープ
バレエ音楽「スパルタクス」 第1、第2組曲から
ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
交響曲 第2番 ロ短調
ポルカ「観光列車」 作品281
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ジャズ・ピツィカート
ルーマニア民族舞曲から IV～VII
「アルルの女」 第2組曲から 「ファランドール」
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
ユモレスク
喜歌劇「天国と地獄」から 「カンカン」（指揮者コーナー）
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
それ行けカープ

ブリテン
エルガー
ブリテン

イギリス民謡による組曲 「過ぎ去りし時」 作品90
チェロ協奏曲 ホ短調 作品85
シンフォニア・ダ・レクイエム 作品20

九州交響楽団
公演日

公演名

2011/4/14 第307回定期演奏会

公演会場

指揮者

ソリスト／共演

アクロス福岡シンフォニーホール

ラドミル・エリシュカ

Vc：遠藤真理

福岡銀行本店大ホール

外山雄三

Pf：岡田将

2011/5/19 第308回定期演奏会

アクロス福岡シンフォニーホール

秋山和慶

Vn：漆原朝子

2011/6/16 第309回定期演奏会

アクロス福岡シンフォニーホール

小林研一郎

Pf：ヴァディム・ホロデンコ

2011/5/12

天神でクラシック
音楽プロムナード（第1夜）

司会：奥田佳道
Vn：徳永二男
2011/6/26 東日本大震災復興支援チャリティーコンサート

アクロス福岡シンフォニーホール

飯森範親

Pf：伊藤恵
Sp：持松朋世 At：八巻啓子
Tn：青柳素晴 Br：成田博之

2011/7/2 第50回記念 北九州定期演奏会
2011/7/6

天神でクラシック
音楽プロムナード（第2夜）

北九州ソレイユホール（旧九州厚生年金会館）
宮本文昭

Pf：永野栄子

福岡銀行本店大ホール

Vn：南紫音

秋山和慶

合唱：NHK福岡児童合唱団MIRAI
2011/7/18 九州サマーフェスティバル

アクロス福岡シンフォニーホール

鈴木織衛

2011/7/26 第310回定期演奏会

アクロス福岡シンフォニーホール

現田茂夫

2011/7/31 アクロス一万人コンサート

アクロス福岡シンフォニーホール

大井剛史

Sp：福冨貴子 MS：八巻啓子

Pf：清水和音

Vn:廣本奏

作曲／編曲
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
外山雄三
外山雄三
サン＝サーンス
カバレフスキー
メンデルスゾーン
ブルッフ
ヴォーン＝ウィリアムズ
グリーグ
チャイコフスキー
シベリウス
エルガー
ショーソン
マスカーニ
ベートーヴェン
プッチーニ
プッチーニ
ベートーヴェン
モーツァルト
マーラー
ウェーバー
メンデルスゾーン
ベートーヴェン
早川正昭
團伊玖磨（服部公一編曲)
モーツァルト
ビゼー
プッチーニ
シベリウス
ヴォーン＝ウィリアムズ
チャイコフスキー
ムソルグスキー／リムスキー＝コルサコ
フ編
ラフマニノフ
ラフマニノフ
チャイコフスキー
アルヴェーン
グリーグ
シベリウス
ヴィエニャフスキ
スメタナ
ドヴォルザーク
J.シュトラウス
コダーイ

2011/9/23 第51回北九州定期演奏会

響ホール

瀬尾和紀

2011/9/29 第311回定期演奏会

アクロス福岡シンフォニーホール

秋山和慶

Fl：瀬尾和紀

MS：八木寿子 Bs：岩本貴文

2011/10/11 福岡県特別支援学校等芸術鑑賞事業

古賀特別支援学校

栗田哲海

2011/10/17 天拝小学校音楽教室

天拝小学校

栗田哲海

2011/10/21 第312回定期演奏会

アクロス福岡シンフォニーホール

アラン・ブリバエフ

Vn：扇谷泰朋

ヴィヴァルディ
バッハ
バッハ
ショーソン
ラヴェル
デュリュフレ
ワーグナー
ブラームス
ビゼー
ベートーヴェン
R.ロジャーズ
いずみたく
スッペ
イェッセル
J.シュトラウス
ブラームス
シベリウス
グリンカ
グラズノフ
ショスタコーヴィチ

曲名
序曲「自然の中で」 作品91
チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
管弦楽のためのラプソディ
ピアノ協奏曲―1984―
組曲「動物の謝肉祭」
組曲「道化師」 作品26
序曲｢フィンガルの洞窟｣ 作品26
スコットランド幻想曲 作品46
交響曲 第2番 「ロンドン交響曲」
2つの悲しい旋律 作品34
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
交響曲 第2番 ニ長調 作品43
創作主題による変奏曲「エニグマ」 作品36から 「ニムロード」
詩曲 作品25
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 第1楽章
歌劇「トゥーランドット」から 「お聞きください王子さま」
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」 第4楽章
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
交響曲 第5番 嬰ハ短調
歌劇「魔弾の射手」序曲 作品77
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
交響曲 第7番 イ長調 作品92
海の日“祝典曲”
合唱と管弦楽のための＜花の街＞
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」から 二重唱「ああ親しい妹よ、こんな美しい口元があるでしょうか」
歌劇「カルメン」から 「ハバネラ」
歌劇「蝶々婦人」から 「花の二重唱」とアリア「私の愛しい坊や」
交響詩「フィンランディア」 作品26
「グリーンスリーヴズ」による幻想曲
祝典序曲「1812年」 作品49
交響詩「はげ山の一夜」
パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
交響曲 第2番 ホ短調 作品27
スラヴ行進曲 作品31
アンダンテ・レリジョーソ
組曲「ホルベアの時代より」 作品40から「前奏曲」
交響詩「フィンランディア」 作品26
華麗なるポロネーズ 第2番 作品21
歌劇「売られた花嫁」から 「フリアント」
スラヴ舞曲 第1番 作品46-1
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 作品35aから 第2曲「ウィーンの音楽時計」、第3曲「歌」、第5曲「間奏
曲」、第6曲「皇帝と廷臣たちの入場」
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1～4番（四季）
管弦楽組曲 第2番 ロ短調 BWV1067
ブランデンブルグ協奏曲 第3番 ト長調 BWV1048
交響曲 変ロ長調 作品20
バレエ音楽「マ・メール・ロワ」
レクイエム 作品9
歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
歌劇「カルメン」から 「アルカラの竜騎兵」「間奏曲」「闘牛士の歌」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「ドレミの歌」
手のひらを太陽に
喜歌劇「軽騎兵」序曲
おもちゃの兵隊
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
森のくまさん、ドレミの歌
組曲「カレリア」から 「行進曲風に」 作品11-3
スペイン序曲 第1番 「ホタ・アラゴネーサ」
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82
交響曲 第5番 ニ短調 作品47 「革命」

2011/10/26 福岡中央高等学校音楽教室

アクロス福岡シンフォニーホール

栗田哲海

2011/11/1 糸島高等学校音楽教室

糸島高等学校

栗田哲海

2011/11/3 アクロス一万人コンサート

アクロス福岡シンフォニーホール

岩村力

Sp：佐藤広美、島田奈津子
Vn：扇谷泰朋

2011/11/4 有住小学校音楽教室

有住小学校

栗田哲海

2011/11/10 第313回定期演奏会

アクロス福岡シンフォニーホール

秋山和慶

2011/11/14 大濠高等学校音楽教室

アクロス福岡シンフォニーホール

栗田哲海

2011/11/16 アクロス一万人コンサート

アクロス福岡シンフォニーホール

岩村力

2011/11/17 アクロス一万人コンサート（2回公演）

以下2011/11/16と同じ

2011/11/25

天神でクラシック
音楽プロムナード（第3夜）

福岡銀行本店大ホール

川瀬賢太郎

Vc：古川展生

2011/12/17 延岡「第九の夕べ」

延岡総合文化センター

森口真司

Sp：藤本いくよ At：増田弥生
Tn：青栁素晴 Br：今村雅彦

2011/12/23 第九

福岡サンパレスホール

秋山和慶、
三浦宣明（合唱指揮）

2011/12/24 北九州「第九の夕べ」

秋山和慶、
北九州ソレイユホール（旧九州厚生年金会館）
中林清治（合唱指揮）

2012/1/7 北九州ニューイヤーコンサート

2012/1/8 ニューイヤーコンサート
天神でクラシック
2012/1/27 音楽プロムナード〈vol.4〉
続…モーツァルトをあなたに！vol.5
2012/2/3 第314回定期演奏会

北九州芸術劇場大ホール

現田茂夫

アクロス福岡シンフォニーホール

以下2012/1/7と同じ

福岡銀行本店大ホール

安永徹
Vn：安永徹
宮本文昭

喜歌劇「こうもり」序曲
小組曲
幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
フィドル・ファドル
INSTRUMENTAL BLUES
映画「魔女の宅急便」から 「仕事はじめ」「海の見える街」
ラデツキー行進曲 作品228
歌劇「ローエングリン」 第3幕への前奏曲
組曲「カレリア」から 「行進曲風に」 作品11-3
歌劇「カルメン」から 「前奏曲とアラゴネーサ」「アルカラの竜騎兵」「間奏曲」「闘牛士の歌」
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」 第4楽章
歌劇「泥棒かささぎ」序曲
「カルメン」組曲より 「前奏曲～アラゴネーズ」「間奏曲」「ジプシーの踊り」
「シャモニーのリンダ」より“この心の光”
歌劇「カプレーティ家とモンテッキ家」から 「おお幾たびか」
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588から 「ああ愛しい妹よ」
ツィゴイネルワイゼン 作品20
狂詩曲「スペイン」
亡き王女のためのパヴァーヌ
魔法使いの弟子
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
シンコペイテッド・クロック
付随音楽「アテネの廃墟」 作品113から 「トルコ行進曲」
歌劇「カルメン」から 「闘牛士の歌」
交響詩「魔法使いの弟子」
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「ドレミの歌」
線路は続くよどこまでも
交響曲 第9番 ニ長調
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
チャールダーシュ
トランペット吹きの休日
バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」「ワルツ」「4羽の白鳥の踊り」「チャールダーシュ」
映画「スター・ウォーズ」から 「メインタイトル」
INSTRUMENTAL BLUES
映画「美女と野獣」から 「一人ぼっちの晩餐会」「ベル」美女と野獣」
歌劇「泥棒かささぎ」序曲
「カルメン組曲」から 「闘牛士」「前奏曲とアラゴネーズ」「間奏曲」「ジプシーの踊り」
狂詩曲「スペイン」
亡き王女のためのパヴァーヌ
魔法使いの弟子

チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ベートーヴェン
ベートーヴェン
モーツァルト

交響曲 第1番 ト短調 作品13 「冬の日の夢想」
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
バレエ組曲「白鳥の湖」から 「情景」「ワルツ」「4羽の白鳥の踊り」「チャールダーシュ」
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
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618

Sp：文屋佐百合 At：八巻啓子
Tn：松本薫平 Br：原 尚志
ベートーヴェン
合唱：九響合唱団／福岡県合唱連盟福
岡支部合同合唱団
ベートーヴェン
Sp：文屋佐百合 At：八巻啓子
Tn：松本薫平 Br：原 尚志
ベートーヴェン
合唱：北九州フロイデコール
J.シュトラウス
J.シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
ワルトトイフェル
ヘルメスベルガー II
ポンキエッリ
ボロディン
レハール
レハール
Tn：青栁素晴
ヴェルディ
プッチーニ
Pf：市野あゆみ

アクロス福岡シンフォニーホール

J.シュトラウス
ドビュッシー
チャイコフスキー
アンダソン
ボブ佐久間
久石譲
J.シュトラウス I
ワーグナー
シベリウス
ビゼー
バッハ
ドヴォルザーク
ロッシーニ
ビゼー
ドニゼッティ
ベッリーニ
モーツァルト
サラサーテ
シャブリエ
ラヴェル
デュカス
ブラームス
アンダソン
ベートーヴェン
ビゼー
デュカス
R.ロジャーズ
アメリカ民謡
マーラー
ワーグナー
モンティ
アンダソン
チャイコフスキー
J.ウィリアムズ
ボブ佐久間
メンケン
ロッシーニ
ビゼー
シャブリエ
ラヴェル
デュカス

Sp：持松朋世

モーツァルト
モーツァルト
マルティノフ
ブラームス
R.シュトラウス
ブラームス

交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
序曲「コリオラン」 作品62
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
喜歌劇「こうもり」序曲
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ポルカ・マズルカ「女心」 作品166
ワルツ「スケートをする人びと」 作品183
悪魔の踊り
歌劇「ジョコンダ」から 「時の踊り」
歌劇「イーゴリ公」から 「ダッタン人の踊り」
ワルツ「金と銀」 作品79
喜歌劇「ほほえみの国」から 「君はわが心のすべて」
歌劇「リゴレット」から 「女心の歌」
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453
交響曲 第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」
バイオリン独奏と弦楽合奏のための「カム・イン」
大学祝典序曲 作品80
4つの最後の歌
交響曲 第4番 ホ短調 作品98

Pf：菊池文子
Sp：林ゆか
新進演奏家育成プロジェクト
2012/2/9
オーケストラ・シリーズ 第1回（福岡）

福岡銀行本店大ホール

村中大裕

Va：松隈聡子
Sp：山内さおり
Pf：本村歌奈子

2012/2/25 中村学園三陽高等学校音楽教室

中村学園女子高等学校講堂

栗田哲海

Vn：郷古廉
2012/3/29

九州交響楽団 ふれあいコンサート
～音楽でつなぐ絆～

仙台市青年文化センター
コンサートホール

栗田哲海

ベートーヴェン
モーツァルト
グノー
バルトーク
モーツァルト
ベッリーニ
サン＝サーンス
J.シュトラウス
バッハ
ブラームス
スメタナ
ベートーヴェン
バッハ
モーツァルト
ベートーヴェン
ベートーヴェン
サン＝サーンス
プロコフィエフ
山形民謡
團伊玖磨
不詳／早川正昭 編
滝廉太郎
アイルランド民謡
レハール

ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
歌劇「コシ・ファン・トゥッテ」 K.588から 「岩のように動かずに」
歌劇「ファウスト」から 「トゥーレの王～宝石の歌」
ヴィオラ協奏曲
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」 K.527から 「恋人よ，さあこの薬で」
歌劇「カプレーティ家とモンテッキ家」から 「ああ、いくたびか」
ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品22
喜歌劇「こうもり」序曲
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a） 第1楽章
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50
序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28
交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」 第1楽章
花笠音頭
花の街
われは海の子
花
ロンドンデリーの歌
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」

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

2011/4/16 親子のためのふれあいコンサート

公演会場

めぐろパーシモンホール 大ホール

指揮者

ソリスト／共演

稲田康
Vo：島田歌穂

作曲／編曲
アンダソン
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
スメタナ
ロイド=ウェッバー
C=M.シェーンベルク
クリーガー
アーレン
ロウ
R.ロジャーズ

2011/5/19 第29回 定期演奏会

東京文化会館 大ホール

三石精一

Vn：菊野凜太郎
Cl：金井清、坂本由美子
2011/8/20 たのしっくコンサート

大田区民プラザ 大ホール

松岡究
Sp：佐藤綾子 Tn：又吉秀樹

2011/8/20 たのしっくコンサート

以下2011/8/20と同じ

2011/9/23 第30回 定期演奏会

サントリーホール

三石精一

Pf：花房晴美

エルガー
レスピーギ
レスピーギ
レスピーギ
レスピーギ
ハチャトゥリヤン
カバレフスキー
チャイコフスキー
サラサーテ
フロハスカ
ベートーヴェン
プッチーニ
プッチーニ
ヴェルディ
プラード
久石譲
久石譲
岡野貞一
ドビュッシー
ラヴェル
ベルリオーズ
グリーグ
アンダソン
R.ロジャーズ

2012/1/4 初夢コンサート2012

2012/3/20 えずこ被災地支援コンサート

大田区民ホール アプリコ

松岡究

Marimb：水野与旨久

仙南芸術文化センター えずこホール

松岡究

Marimb：水野与旨久

P.ソロサバル
ララ
L.ボンファ
レクオーナ
アイルランド民謡
ホッパー
Ｊ.モラーリ
見岳章／渡部哲哉 編
J.シュトラウス
J.シュトラウス
バッハ
オッフェンバック
グノー
リムスキー＝コルサコフ
ブラームス
ビゼー
ジョルジュ・シフラ
編曲
ミーチャム
R.ロジャーズ

Vn：菊野凜太郎

2012/3/24 ふれあいコンサート2012

めぐろパーシモン 小ホール

2012/3/24 ふれあいコンサート2012

以下2012/3/24と同じ

稲田康

久石譲
久石譲
モーツァルト
ヴィヴァルディ
サラサーテ
アンダソン
G.ローマン
モーツァルト
J.シュトラウス
編曲
メンケン
R.ロジャーズ
久石譲
中村八大

曲名
プリンク，プランク，プルンク
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
ポルカ「狩りにて」 作品373
雷鳴と稲妻 作品324
連作交響詩「わが祖国」から 「モルダウ」
「オペラ座の怪人」から 「オール・アイ・アスク・オブ・ユー」
「レ・ミゼラブル」から 「On My Own」
｢ドリーム・ガールズ｣から 「One Night Only」「I am Changing」
映画「オズの魔法使い」から 「虹の彼方に」
「マイ・フェア・レディ」から 「踊り明かそう」、「運がよけりゃ」
「サウンド・オブ・ミュージック・メドレー」から 「もうすぐ17歳」「ひとりぼっちの羊飼い」「さようなら、ご
きげんよう」
行進曲「威風堂々」 作品39 第1番 ニ長調
リュートのための古い舞曲とアリア 第3集
交響詩「ローマの祭り」
交響詩「ローマの噴水」
交響詩「ローマの松」
バレエ音楽「ガイーヌ」から 「剣の舞」
組曲「道化師」 作品26から 「ギャロップ」
バレエ音楽「白鳥の湖」から 「情景」「チャールダーシュ」
ツィゴイネルワイゼン 作品20
クラリネットポルカ
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」 第1楽章
歌劇「トスカ」から 「星は光りぬ」
歌劇「トスカ」から 「歌に生き，恋に生き」
歌劇「椿姫」から 「乾杯の歌」
マンボ No.1
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
ふるさと
牧神の午後への前奏曲
ピアノ協奏曲 ト長調
幻想交響曲 作品14
「ペール・ギュント」 第1，2組曲（抜粋）
フィドル・ファドル
「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」「ドレミの歌」「私のお気に
入り」「エーデルワイス」
マルセリーノの歌
グラナダ
黒いオルフェ
マラゲーニャ
ロンドンデリーの歌
ハンガリアン狂詩曲
YOUNG MAN（Y.M.C.A.）
川の流れのように
ワルツ「春の声」 作品410
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
喜歌劇「天国と地獄」から 「ボルカ」
アヴェ・マリア
歌劇「皇帝サルタンの物語」から 「熊ん蜂の飛行」
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
「アルルの女」 第2組曲から 「メヌエット」「ファランドール」
ウイリアム・テル幻想曲
ディズニー・メドレー～「口笛を吹いて働こう」「ハイ・ホー」「星に願いを」
アメリカン・パトロール
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー～「サウンド・オブ・ミュージック」「ドレミの歌」「私のお気に入
り」「エーデルワイス」
映画「天空の城ラピュタ」から 「君をのせて」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
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
ツィゴイネルワイゼン 作品20
トランペット吹きの休日
わらうトロンボーン
アレグロモルト 第1楽章
雷鳴と稲妻 作品324
ディズニー・メドレー～「ビビディバビディブー」「オオカミなんかこわくない」
映画「アラジン」から 「ホール・ニュー・ワールド」
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー～「サウンド・オブ・ミュージック」「マリア」「ドレミの歌」「私のお
映画「となりのトトロ」から 「となりのトトロ」
上を向いて歩こう

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

2011/5/22 第89回 定期演奏会

2011/11/23 第90回 定期演奏会

公演会場

指揮者

ソリスト／共演

習志野文化ホール

大井剛史

Fl：高木綾子

千葉県文化会館

藤岡幸夫

Vn：長尾春花

Sp：鷲尾麻衣

2012/1/15 ニューイヤーコンサート2012

千葉県文化会館

大井剛史

2012/3/14 ローム被災地支援コンサート

浦安市文化会館

大井 剛史

Sp：鷲尾麻衣

Fl：西下由美
Vn：本庄篤子
2012/3/16 ローム被災地支援コンサート

銚子市青少年文化会館

以下2012/3/14と同じ

作曲／編曲
ロッシーニ
イベール
コープランド
ショスタコーヴィチ
チャイコフスキー
メンデルスゾーン
チャイコフスキー
J.シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
J.シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
アンダソン
プッチーニ
アンダソン
レハール
ヨーゼフ・シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
バーバー
グルック
モーツァルト
ヴィヴァルディ
メンデルスゾーン

曲名
歌劇「アルジェのイタリア女」序曲
フルート協奏曲
静かな都会
交響曲 第9番 変ホ長調 作品70
幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
交響曲 第5番 ホ短調 作品64
喜歌劇「くるまば草」序曲
ワルツ「ディナミーデン（隠された引力）」 作品173
喜歌劇「こうもり」から 「公爵様，あなたのようなお方は」
鍛冶屋のポルカ 作品269
ポルカ「おしゃべりなかわいい口」 作品245
ワルツ「オーストリアの村つばめ」 作品164
舞踏会の美女
歌劇「ラ・ボエーム」から 「私が町を歩くとき」
セレナータ
喜歌劇「ジュディッタ」から ｢私の唇にあなたは熱いキスをした｣
ポルカ・マズルカ「とんぼ」 作品204
ピツィカート・ポルカ
ポルカ「ハンガリー万歳」 作品332
皇帝円舞曲 作品437
弦楽のためのアダージョ
歌劇「オルフェーオとエウリディーチェ」から 「精霊の踊り」
交響曲 第40番 ト短調 K.550
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
交響曲 第4番 イ長調 作品90 「イタリア」

静岡交響楽団
公演日

公演名

2011/4/25 東日本大震災復興支援チャリティコンサート

2011/6/5

池辺晋一郎プロデュース
映画音楽･大河ドラマの舞台裏を熱く語る！

2011/9/17 第4回 せせらぎ音楽會

公演会場

指揮者

グランシップ

大植英次

グランシップ

池辺晋一郎

富士市文化会館ロゼシアター

堤俊作

ソリスト／共演
作曲／編曲
合唱：静岡児童合唱団、青葉会スペリオ モーツァルト
モーツァルト
Vn：長尾春花
チャイコフスキー
ドヴォルザーク
池辺晋一郎
池辺晋一郎
池辺晋一郎
池辺晋一郎
武満徹

Cl：増田早希
Sp：西山千賀子
Pf：佐渡千春

合唱：富士宮市民合唱団
2011/9/27 第46回 定期演奏会
2011/12/11

第47回 定期演奏会
県民参加による「歓喜の歌」第九コンサート

2012/1/6 ニューイヤーコンサート

静岡音楽館ＡＯＩ

堤俊作

合唱：静響特別合唱団
Vn：沼田園子

グランシップ

宮本文昭

Sp：醍醐園佳 At：渡部菜津美
Tn：角地正直

グランシップ

堤俊作
Sp：中丸三千繪

2012/2/4

ふじのくに交響楽団公演
オーケストラがやって来るｉｎ静岡

しずぎんホールユーフォニア

徳永二男

2012/2/12

ふじのくに交響楽団公演
オーケストラがやって来るｉｎ菊川

菊川文化会館アエル

青島広志

Vn：徳永二男

Tn：小野勉
Tn：小野勉
Tn：小野勉

2012/2/26

ふじのくに交響楽団公演
オーケストラがやって来るｉｎ富士宮

2012/3/7 絆コンサート

富士宮市民文化会館

グランシップ

鈴木織衛

Tn：秋川雅史
共演：富士宮市民合唱団、富士宮プレミ
アムコンサート合唱団、富士宮少年少女
合唱団、富士宮第二中学校有志、富士
宮市立大宮小学校有志

大植英次

Vn：長尾春花
共演：仙台フィルハーモニー管弦楽団メ
ンバー、静岡児童合唱団・青葉会スペリ
オル(合唱)

N.H.ブラウン／池辺晋一郎 編
バーンスタイン／池辺晋一郎 編
R.ロジャーズ／池辺晋一郎 編
池辺晋一郎
池辺晋一郎
ベートーヴェン
ウェーバー
モーツァルト
ショパン
ビゼー
ビゼー
プッチーニ
マスカーニ
シベリウス
シベリウス
シベリウス
モーツァルト
ベートーヴェン
J.シュトラウス
ワルトトイフェル
J.シュトラウス I
J.シュトラウス
ヘンデル
ヘンデル
ロッシーニ
プッチーニ
プッチーニ
ヴェルディ
ヴェルディ
モリコーネ
サルトーリ
レスピーギ
バッハ
ドヴォルザーク
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ハチャトゥリヤン
ハチャトゥリヤン
モーツァルト
モーツァルト
ドニゼッティ
ヴェルディ
ヴェルディ
ビゼー
マスカーニ
プッチーニ
チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ヘンデル
バッハ
ヴェルディ
八木澤教司
ララ
ろばの会
編曲
新井満
J.シュトラウス
メンデルスゾーン
J.シュトラウス
ベートーヴェン
町田嘉章
不詳
海沼実

曲名
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618
ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467 第2楽章
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第1楽章
交響曲 第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」
NHK大河ドラマ「黄金の日日」から
NHK大河ドラマ「独眼竜政宗」から
NHK大河ドラマ「八代将軍吉宗」から
NHK大河ドラマ「元禄繚乱」から
3つの映画音楽（映画「ホゼー･トレス」から 「訓練と休息の音楽」、映画「黒い雨」から 「葬送の音
楽」、映画「他人の顔」から 「ワルツ」）
「雨に唄えば」から 「雨に唄えば」
「ウエスト・サイド・ストーリー」から 「トゥナイト」
映画「南太平洋」から 「春よりも若く」「ハッピートーク」「魅惑の宵」「バリ･ハイ」
映画「瀬戸内ムーンライトセレナーデ」から 「テーマ」
映画「影武者」から 「テーマ」
付随音楽「エグモント」序曲 作品84
クラリネット・コンチェルティーノ 変ホ長調 作品26
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」
ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21 第1楽章
歌劇「カルメン」 序曲
歌劇「カルメン」から 「ハバネラ」
歌劇「ラ・ボエーム」から 第1幕フィナーレ
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」から 「The Easter Hymn」
交響詩「フィンランディア」 作品26
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
交響曲 第2番 ニ長調 作品43
モテット「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 K.618
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
喜歌劇「こうもり」序曲
ワルツ「スケートをする人びと」 作品183
スポーツ・ポルカ
皇帝円舞曲 作品437
組曲「王宮の花火の音楽」から 「序曲」
歌劇「セルセ」から 「懐かしい木陰よ（オンブラ・マイ・フ）」（ラルゴ）
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
歌劇「トスカ」から 「歌に生き，恋に生き」
歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のいとしいお父さん」
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」
歌劇「椿姫」 第1幕への前奏曲
映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ
タイム・トゥ・セイ・グッバイ
リュートのための古い舞曲とアリア 第3集
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ホ長調 BWV1042
セレナード ホ長調 作品22
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から 「ワルツ」
バレエ音楽「白鳥の湖」から 「情景」「4羽の白鳥の踊り」「小さな白鳥の踊り」
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「小さな序曲」「行進曲」「トレパーク」「花のワルツ」
バレエ音楽「ガイーヌ」から 「剣の舞」
組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
歌劇「魔笛」 K.620から 「なんと美しい絵姿」
歌劇「連隊の娘」から 「友よ，今日は楽しい日」
歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
歌劇「リゴレット」から 「女心の歌」
歌劇「カルメン」から 「花の歌」
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から 「ワルツ」
バレエ音楽「白鳥の湖」から 「情景」「4羽の白鳥の踊り」「小さな白鳥の踊り」
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「小さな序曲」「行進曲」「トレパーク」「花のワルツ」
組曲「水上の音楽」から 「ア・ラ・ホーン・パイプ」
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
歌劇「ルイーザ・ミラー」から 「夜が静まったとき」
あすという日が
グラナダ
富士宮讃歌
ふるさとしずおか「こころのうた」～静岡ゆかりの童謡･唱歌～
千の風になって
ワルツ「春の声」 作品410
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
交響曲 第7番 イ長調 作品92
ちゃっきり節
ふじの山
みかんの花咲く丘

2012/3/20

ローム・被災地支援コンサート 音楽の力～ホットなひ
福島テルサ
とときコンサート～

青島広志

2012/3/31

オーケストラの日2012
フレンドリーコンサート〈協奏曲とバレエ〉

Fl：菅野力 Euph：根本香織
ヴォルフガング・ヴェンゲン
共演：川勝平太（静岡県知事、指揮）、
ロート
静響ジュニアオーケストラ

静岡市民文化会館

Tn：小野勉
共演：ＦＴＶジュニアオーケストラ

チャイコフスキー
チャイコフスキー
チャイコフスキー
ヘンデル
久石譲
ヴェルディ
マスカーニ
プッチーニ
ヴェルディ
ロッシーニ
八木澤教司
中村八大
ブラームス
ブラームス
モーツァルト
ホロヴィッツ
スパーク
プロコフィエフ

バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から 「ワルツ」
バレエ音楽「白鳥の湖」から 「情景」「4羽の白鳥の踊り」「小さな白鳥の踊り」
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「小さな序曲」「行進曲」「トレパーク」「花のワルツ」
組曲「王宮の花火の音楽」から 「序曲」
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
歌劇「トロヴァトーレ」から 「見よ，たきぎの恐ろしい火を」
歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
あすという日が
上を向いて歩こう
ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313（285c） 第1楽章
ユーフォニアム協奏曲 第1楽章
パントマイム
バレエ音楽「シンデレラ」 作品87（ハイライト）

中部フィルハーモニー交響楽団
公演日

公演名

公演会場

指揮者

ソリスト／共演

小牧市市民会館

秋山和慶

Pf：若林顕

三井住友海上しらかわホール

山下一史

Vn：稲庭達

小牧市市民会館

寺岡清高

Pf：花房晴美

2011/10/29 第4回 松阪定期演奏会

松阪市民文化会館

梅田俊明

Vn：矢野玲子

2011/12/4 第4回 犬山定期演奏会

犬山市民文化会館

秋山和慶

2011/4/23 第21回 定期演奏会

2011/7/6 第2回 モーツァルトツィクルス
2011/9/24 第22回 定期演奏会

作曲／編曲
エルガー
ベートーヴェン
ワーグナー
ブラームス
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
ロッシーニ
ショパン
ドヴォルザーク
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
チャイコフスキー

語り手：堀江一眞
Vn：辻彩奈

2012/1/7 ニューイヤーコンサート

サラマンカホール

堀俊輔

2012/1/8 ニューイヤーコンサート

小牧市市民会館

以下2012/1/7と同じ

2012/2/14 第4回 名古屋定期演奏会

三井住友海上しらかわホール

堀俊輔

2012/2/25 第2回 豊橋特別演奏会

ライフポートとよはし

秋山和慶

2012/3/18 第9回 ファミリーコンサート

小牧市市民会館

福田一雄

Sp：下垣真希

プロコフィエフ
プロコフィエフ
モーツァルト
メンデルスゾーン
J.シュトラウス
レハール
ジーツィンスキ
J.シュトラウス
古関裕而
J.シュトラウス

ロッシーニ
モーツァルト
シューベルト
ベートーヴェン
ブラームス
ブラームス
ブラームス
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
ドヴォルザーク
チャイコフスキー
ベートーヴェン
ワルトトイフェル
ハチャトゥリヤン
レハール
共演：後藤田恭子バレエスタジオ（梶田 アンダソン
眞嗣、水野陽刈、山田裕也）
ロウ
カールマン
プロコフィエフ
チャイコフスキー
Fl：高木綾子

曲名
創作主題による変奏曲「エニグマ」 作品36から 「ニムロード」
ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
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
交響曲 第1番 ハ短調 作品68
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 K.527
セレナード 第7番 ニ長調 K.250（248b） 「ハフナー」
交響曲 第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」
歌劇「シンデレラ」序曲
ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
交響曲 第8番 ト長調 作品88
付随音楽「エグモント」序曲 作品84
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
交響曲 第7番 イ長調 作品92
バレエ組曲「くるみ割り人形」 作品71aから 「小さな序曲」「行進曲」「トレパーク」「あし笛の踊り」「花
のワルツ」
交響的物語「ピーターと狼」 作品67
交響曲 第7番 嬰ハ短調 作品131 「青春」
歌劇「フィガロの結婚」序曲 K.492
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
喜歌劇「こうもり」序曲
喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「ヴィリアの歌」
わが夢の街ウィーン
ポルカ「狩りにて」 作品373
長崎の鐘
ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
歌劇「セビーリャの理髪師」序曲
フルート協奏曲 第1番 ト長調 K.313（285c）
交響曲 第8番 ハ長調 D.944 「グレイト」
付随音楽「エグモント」序曲 作品84
ハンガリー舞曲集 第1番 ト短調
ハンガリー舞曲集 第5番 ト短調
ハンガリー舞曲集 第6番 二長調
スラヴ舞曲集 第1集から ハ長調 作品46-1
スラヴ舞曲集 第2集から ホ短調 作品72-2
スラヴ舞曲集 第1集から ト短調 作品46-8
バレエ組曲「白鳥の湖」（抜粋）
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ワルツ「スケートをする人びと」 作品183
組曲「仮面舞踏会」から 「ワルツ」
ワルツ「金と銀」 作品79
踊る子猫
「マイ・フェア・レディ」から 「大使館のワルツ」
喜歌劇「チャールダーシュの女王（侯爵夫人）」から 「みんなで踊ろう」
バレエ音楽「シンデレラ」 作品87から 「出発のワルツ」
バレエ組曲「白鳥の湖」（抜粋）

京都フィルハーモニー室内合奏団
公演日

公演名

2011/4/17 第176回 定期公演 「ロシア！」

公演会場
京都コンサートホール 小ホール

大山平一郎

中井章徳

2011/5/5

京フィルとあそぼう
はじめてのクラシックコンサート

京都コンサートホール 小ホール

2011/5/5

京フィルとあそぼう
はじめてのクラシックコンサート

以下2011/5/5と同じ

2011/5/22

室内楽コンサート vol.31
「珍しい編成の室内楽」

2011/6/19 第177回 定期公演 「フランス！」

2011/7/29

2011/8/6

指揮者

ソリスト／共演

歌：島崎政子

京都市立京都堀川音楽高等学校ホール

京都コンサートホール 小ホール

室内楽コンサート vol.32
「バロック・古典派の室内楽」

京都市立京都堀川音楽高等学校ホール

京フィルとあそぼう
はじめてのクラシックコンサート

右京ふれあい文化会館

矢崎彦太郎

Pf：阿部裕之

中井章徳
歌：島崎政子

2011/8/6

2011/8/7

京フィルとあそぼう
はじめてのクラシックコンサート

京フィルとあそぼう
はじめてのクラシックコンサート

作曲／編曲
チャイコフスキー
プロコフィエフ
ドヴォルザーク
ストラヴィンスキー
ヴェルディ
モーツァルト
モーツァルト
メレディス・ウィルソン
ビゼー
アドルフ・アダン
アンダソン
E.シュトラウス
いずみたく
湯山昭

曲名
セレナード ハ長調 作品48
交響曲 第1番 ニ長調 作品25 「古典交響曲」
三重奏曲 ハ長調 作品74
バレエ組曲「プルチネッラ」
歌劇「アイーダ」から 「凱旋行進曲」
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
ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 K.412（386b）+K.514 第1楽章
76本のトロンボーン
歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
きらきら星変奏曲
マクドナルドじいさんは農場を持っていた
ポルカ「テープは切られた」 作品45
手のひらを太陽に
おはなしゆびさん

リード
ロッシーニ
ルーセル
ハワード・バス
フランセ
ルーセル
オネゲル
ビゼー
ラヴェル
ヘンデル
ジャック・クリストフ・ノード
ヴィヴァルディ
ジョン・ダウランド
ベートーヴェン
チャイコフスキー
スメタナ
ファリャ
パッヘルベル
モンティ
アンダソン
ダニエル・ヴァン・ゲーンズ
アイルランド民謡
中西圭三
早川正昭
杉本竜一
J.シュトラウス I

ダブルウィンドクィンテット
弦楽のためのソナタ 第2番 イ長調
ロンサールの2つの詩 作品26
カプリチオ
ディヴェルティメント
シンフォニエッタ 作品52
ピアノ小協奏曲
劇音楽「アルルの女」（原典版より抜粋）
組曲「クープランの墓」
ソナタ ト短調 HWV404
協奏曲 ト長調 作品17-5
私はジャスミンの花
涙のパヴァーヌ
弦楽四重奏曲 第2番 ト長調 作品18-2
バレエ音楽「眠りの森の美女」 作品66から 「ワルツ」
歌劇「売られた花嫁」から 「道化師の踊り」
バレエ音楽「恋は魔術師」から 「火祭りの踊り」
カノン（3声のカノンとジーグ ニ長調）
チャールダーシュ
シンコペイテッド・クロック
スケルツォ
ロンドンデリーの歌
ぼよよん行進曲
われはうみのこ
Believe
ラデツキー行進曲 作品228

ロッシーニ
モーツァルト
ビゼー
オッフェンバック
J.シュトラウス
アンダソン

歌劇「ウィリアム・テル」から 「スイス軍の行進」
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
歌劇「カルメン」 第1幕への前奏曲
歌劇「ホフマン物語」から 「人形の歌」
ポルカ「狩りにて」 作品373
踊る子猫
ディズニーメドレー～「ミッキーマウス・マーチ」「ビビディバビディブー」「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」
南の島のハメハメハ大王
ぼよよん行進曲
映画「となりのトトロ」から 「さんぽ」
イル・プレゼピオ
八重奏曲 ヘ長調 D.803

以下2011/8/6と同じ

京都府丹後文化会館

編曲
歌：島崎政子
2011/8/19

室内楽コンサート vol.33
「ロマンティックな室内楽」

2011/9/19 特別公演「永遠の調べ、魅惑のポップス」

京都文化博物館 別館ホール

京都コンサートホール 大ホール

ジェットシン・齊藤

共演：サーカス

森田公一
中西圭三
久石譲
ロータ
シューベルト
B.アンダーソン＋S.アンダーソン＋B.ウ
ルヴァース
G.アレン＋B.ヴィントン ／金澤恭典 編
V.ディ・パオラ＋S.タッカーニ／松本宏子
スタイナー／松本宏子 編
モーガン／松本宏子 編
M.フュガン
ミシェル・ローラン／日下部進治 編
ストレイホーン／日下部進治 編
G.ダグラス（B.シール）＋G.D.ワイス
小田裕一郎
A.ポップ／日下部進治 編
ハムリッシュ
レイ

ダンシング・クイーン
ミスター・ロンリー（Mr. Lonely）
コメ・プリマ（COME PRIMA）
映画「避暑地の出来事」から 「夏の日の恋」
オリーブの首飾り
Mr. サマータイム（Une Belle Histoire）
シバの女王
A列車で行こう
この素晴らしき世界（What a Wonderful World）
アメリカン・フィーリング
恋はみずいろ
追憶
男と女

第178回 定期公演
2011/10/16
「室内オーケストラ名曲選」
2011/11/12

第179回 定期公演
「ベートーヴェン！」

2011/12/2 室内楽コンサート vol.34 「近代の室内楽」

第180回 定期公演
2011/12/9
「京フィルの第九」

2011/12/16 特別公演「クリスマスコンサート2011」

Pf：若林顕

京都コンサートホール 小ホール
京都コンサートホール 大ホール

大山平一郎

Vn：竹澤恭子

京都文化博物館 別館ホール

京都コンサートホール 大ホール

京都コンサートホール 大ホール

ロッセン・ゲルゴフ

齋藤友香理

モーツァルト
モーツァルト
ストラヴィンスキー
ロータ
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ティトル
ヒナステーラ
C.ボラン
ドビュッシー
ベートーヴェン

Sp：菅英三子 At：福原寿美枝
Tn：竹田昌弘 Br：田中勉
合唱：市民公募合唱団、京都混声合唱 ベートーヴェン
団、女声合唱団コーロ・ボーチェ、男声
合唱団Ｅｌｅｉｓｏｎｓ
アンダソン
バッハ
グリーグ
グリーグ
マスカーニ
ヘンデル
サン＝サーンス
プッチーニ
Sp：黒田恵美、佐藤路子
ロータ
At：西村薫、八木寿子
サルトリ
共演：ヴォーカルユニット“カーポドル
賛美歌
チェ”
不明
不明
賛美歌
チャイコフスキー／福嶋頼秀 編

2011/12/24

京フィルとあそぼう！
0歳児からのクリスマスコンサート

神戸市灘区民ホール

第181回 定期公演
新春ガラコンサート

京都コンサートホール 大ホール

室内楽コンサート vol.35
「室内楽の愉しみ」

京都文化博物館 別館ホール

2012/3/10

第182回 定期公演
「古典派への道程 vol.13」

京都コンサートホール 小ホール

2012/3/30

オーケストラの日2012
京都フィルハーモニー室内合奏団 ジョイントコン
サート

西文化会館 ウェスティ

2012/1/22

2012/2/7

ディヴェルティメント ヘ長調
ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調 K.537 「戴冠式」
管楽八重奏曲
九重奏曲
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
交響曲 第5番 ハ短調 作品67 「運命」
ドラゴンはもうここにはいない
フルートとオーボエのための二重奏曲 作品13
「ヴァイオリンとジャズ・ピアノ・トリオのための組曲」から 「Valse Lente」「Ragtime」「Hora」
弦楽四重奏曲 ト短調 作品10
序曲「コリオラン」 作品62
交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱つき」
そりすべり
管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068から 「エール」（G線上のアリア）
抒情小品集 第8集から 「トロルハウゲンの婚礼の日」 作品65-6
抒情小品集 第9集から 「おばあさんのメヌエット」 作品68-2
歌劇「カヴァッレリア・ルスティカーナ」間奏曲
オラトリオ「メサイア」から 「ハレルヤ」
クリスマス・オラトリオ 作品12から 「Prelude」「Gloria」「Quare fremuerunt gentes」「Tollite hostias」
歌劇「ジャンニ・スキッキ」から 「私のいとしいお父さん」
映画「ゴッドファーザー」から 「愛のテーマ」
コン・テ・パルティロ
神のみ子は今宵しも（Adeles Fidelites）
クリスマスおめでとう（We Wish You A Merry Christmas）
もろびとこぞりて（Joy to the World）
アメイジング・グレイス
バレエ音楽「くるみ割り人形」 作品71aから 「序曲」「お客さまたちの踊り」「情景（クリスマスツリー）」
「くるみ割り人形とねずみの王様の戦い」「雪片のワルツ 」「スペインの踊り」「アラビアの踊り」「中
国の踊り」「トレパーク」「花のワルツ」「ジゴーニュ小母さんと道化たち」「パ・ド・ドゥ」

Sp：黒田恵美

チャン・ユンソン

有田正広

J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
J.シュトラウス
ヨーゼフ・シュトラウス
レハール
プッチーニ
プッチーニ
プッチーニ
Sp：ハン・キョンミ
プッチーニ
Tn：福井敬
グノー
民謡
滝廉太郎
アーノルド
モーツァルト
ウジェーヌ・ボザ
Hrp：内田奈織
ラヴェル
モーツァルト
picc：市川えり子
ヴィヴァルディ
Vn：釋伸司、森本真裕美、朝山玲子、岩 ヴィヴァルディ
本祐果
ヴィヴァルディ
ハイドン
モーツァルト
アンダソン
アンダソン
アンダソン
E.シュトラウス
メレディス・ウィルソン
ラツェック
レハール
J.シュトラウス
Sp：黒田恵美
L.アルディーティ
馬飼野康二
ドッド

ワルツ「美しく青きドナウ」 作品314
エジプト行進曲 作品335
アンネン・ポルカ 作品117
恋と踊りに夢中
ポルカ「観光列車」 作品281
ワルツ「天体の音楽」 作品235
ワルツ「金と銀」 作品79
歌劇「トスカ」から 「妙なる調和」
歌劇「蝶々夫人」から 「ある晴れた日に」
歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」
歌劇「ラ・ボエーム」から 「愛らしい乙女よ」
歌劇「ファウスト」から 「トゥーレの王～宝石の歌」
アリラン
荒城の月
管楽五重奏のための3つの船乗りの歌
弦楽四重奏曲 第17番 変ロ長調 「狩り」 K.458
トロンボーンと打楽器のための3つのエッセイ
序奏とアレグロ
セレナード 第6番 ニ長調 K.239 「セレナータ・ノットゥルナ」
ピッコロ協奏曲 ハ長調 RV.443
「調和の霊感」から 4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ロ短調 作品3-10 RV.580
協奏曲 ト短調 RV.157
交響曲 第45番 嬰ヘ短調 「告別」
ディヴェルティメント ニ長調 K.136（125a）
プリンク，プランク，プルンク
春がきた
マクドナルドじいさんは農場を持っていた
ポルカ「テープは切られた」 作品45
76本のトロンボーン
猫のセレナーデ
喜歌劇「メリー・ウィドウ」から 「ヴィリアの歌」
喜歌劇「こうもり」から 「公爵様，あなたのようなお方は」
くちづけ
勇気100%
ミッキーマウス・マーチ

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

2011/7/8

第47回 定期演奏会
サマーオペラ モーツァルト・シリーズ
W.A.モーツァルト「魔笛」

ザ・カレッジ・オペラハウス

2011/7/10

第47回 定期演奏会
サマーオペラ モーツァルト・シリーズ
W.A.モーツァルト「魔笛」

以下2011/7/8と同じ

2011/10/14

第48回 定期演奏会
20世紀オペラ・シリーズ
Ｂ.ブリテン作曲「ねじの回転」

ザ・カレッジ・オペラハウス

2011/10/16

第48回 定期演奏会
20世紀オペラ・シリーズ
Ｂ.ブリテン作曲「ねじの回転」

以下2011/10/14と同じ

指揮者

大勝秀也

ソリスト／共演
作曲／編曲
ザラストロ：周江平
タミーノ：谷浩一郎
僧侶：田中勉
僧侶Ⅱ・鎧をつけた者Ⅰ：松本薫平
僧侶Ⅰ・鎧をつけた者Ⅱ：山川大樹
夜の女王：柴山愛
パミーナ：髙嶋優羽
ダーメⅠ～Ⅲ：尾崎比佐子、木澤佐江 モーツァルト
子、村井優美
クナーベⅠ～Ⅲ：植田加奈子、阪西潤
美、西村薫
パパゲーナ：田邉織恵
パパゲーノ：萩原次己
モノスタトス：藤村匡人
合唱団：ザ・カレッジ・オペラハウス合唱

歌劇「魔笛」 K.620

十束尚宏

プロローグ：柏原保典
女家庭教師：井岡潤子
マイルズ：植田加奈子
フローラ：髙山景子
グロース夫人：小西潤子
クイント：中川正崇
ミス・ジェスル：藤原未佳子

歌劇「ねじの回転」

ブリテン

曲名

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

2011/4/15 第198回 定期演奏会

東京文化会館小ホール

延原武春

2011/4/19 高田泰治 W.A.モーツァルト大全 Vol.3

大阪倶楽部 4階ホール

延原武春

Pf：高田泰治

第199回 定期演奏会
東日本大震災追悼コンサート

カトリック夙川教会聖堂

延原武春

Sp：吉村千秋 At：山本有香子
Tn：真木喜規 Bs：篠部信宏
Sp：渡辺有香 Bs：篠部信宏

マンスリーコンサート No.422
「テレマン」の新星―浅井咲乃の音

大阪倶楽部 4階ホール

延原武春

マンスリーコンサート No.423
弦の魅力＝ヴィヴァルディ・プログラム

大阪倶楽部 4階ホール

延原武春

いずみホール

延原武春

2011/5/3

2011/5/13

2011/6/9

2011/7/4 第200回 定期演奏会

2011/7/15

マンスリーコンサート No.424
フランス語で歌うシャンソン vol.3

大阪倶楽部 4階ホール

2011/4/15

第201回 定期演奏会
「進化するバロック」

東京文化会館 小ホール

2011/8/11

マンスリーコンサート No.425
高田泰治＆浅井咲乃 室内楽のベートーヴェン

大阪倶楽部 4階ホール

2011/9/5

マンスリーコンサート No.426
バロック・ヴァイオリンの名手、ドイツより再来日
Ulla Bundies with TELEMANN vol.2

大阪倶楽部 4階ホール

2011/9/30 高田泰治 W.A.モーツァルト大全 Vol.4

2011/10/6

マンスリーコンサート No.427
進化する「テレマン」の今、そしてこれから…
Ulla Bundies with TELEMANN vol.2

2011/10/24 第202回 定期演奏会

2011/11/3 教会音楽シリーズ 第166回公演

大阪倶楽部 4階ホール

Pf：高田泰治

Vn：浅井咲乃

Ob：三宮正満
Sp：吉村千秋 At：渡邊由美子
Tn：井場謙一 Bs：篠部信宏
合唱：テレマン室内合唱団

延原武春

延原武春

Ob：延原武春
リコーダー：藤田隆
Cemb：高田泰治
Vn：浅井咲乃
Vc：曽田健
Pf：高田泰治
Vn：浅井咲乃
Vc：曽田健

Vn：Ulla Bundies

延原武春

大阪倶楽部 4階ホール

Pf：高田泰治

Ob：延原武春

いずみホール

延原武春

カトリック夙川教会聖堂

延原武春

Sp：渡辺有香、林千夏
At：渡邊由美子
Tn：真木喜規
Bs：P.A.モラーレス、篠部信宏
合唱：テレマン室内合唱団
Sp：井塚有子、松本温子
At：泉由香、薬谷佳苗
Tn：井場謙一、中塚昌昭
Bs：林康宏、安藤直人
合唱：テレマン室内合唱団

モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト

作曲／編曲

曲名
アダージォ ロ短調 K.540
ピアノ協奏曲 第8番 ハ長調 K.246 「リュッツォウ」
ピアノ協奏曲 第11番 ヘ長調 K.413（387a）
ピアノ協奏曲 第14番 変ホ長調 K.449
ピアノ協奏曲 第13番 ハ長調 K.415（387b）
ピアノ協奏曲 第14番 変ホ長調 K.449
ピアノ協奏曲 第15番 変ロ長調 K.450

モーツァルト

レクイエム ニ短調 K.626

フォーレ
モーツァルト
ハイドン
シューベルト
エルガー
クライスラー
クライスラー
クライスラー
サラサーテ
ポンセ
モンティ
ヴィヴァルディ
ヴィヴァルディ
ヴィヴァルディ
ヴィヴァルディ
ヴィヴァルディ
ヴィヴァルディ
ヴィヴァルディ
ベートーヴェン
ベートーヴェン

レクイエム 作品48
ディヴェルティメント ニ長調
弦楽四重奏曲 第77番 ハ長調 作品76-3 「皇帝」 第1，2楽章
ロンド イ長調 D438
愛のあいさつ 作品12
愛の悲しみ
愛の喜び
美しきロスマリン 作品55-4
ツィゴイネルワイゼン 作品20
小さな星（エストレリータ）
チャールダーシュ
「調和の霊感」から 2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調 作品3-8 RV.522
2つのチェロのための協奏曲 ト短調 RV.531
「調和の霊感」から 4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ニ長調 作品3-1 RV.549
ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ長調 RV.392
ヴァイオリン協奏曲集「ラ・ストラヴァガンツァ」から ト短調 作品4-6 RV.316a
「調和の霊感」から ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 作品3-12 RV.265
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意への試み」 作品8 第2集 第11番 ニ長調 RV.210
交響曲 第10番 変ホ調 第1楽章（B.クーパー補完版）
オーボエ協奏曲 へ長調 Hess12 第2楽章 [日本初演]

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
サン＝サーンス
フォーレ
ドビュッシー
テレマン
テレマン
テレマン
テレマン
テレマン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ベートーヴェン
ヘンデル
ゼレンカ
テレマン
バッハ
ヴェントゥリーニ
Ｊ.Ch.F.バッハ
モーツァルト
モーツァルト
モーツァルト
テレマン
グラウプナー
ディッタースドルフ
ヴィヴァルディ
アルビノーニ
ロゼッティ

弦楽四重奏曲 ヘ長調
オーボエ・ソナタ ニ長調 作品166
夢のあとに 作品7-1
ベルガマスク組曲から 「月の光」
ラスト ダンス、ゴンドラ、愛の小路、風のささやきー他ー
リコーダーとオブリガートチェンバロのためのソナタ 変ロ長調
リコーダーとウァイオリンのためのソナタ イ短調
リコーダーとオーボエのためのソナタ ヘ長調
リコーダーとオーボエのためのソナタ ト長調
リコーダー、オーボエとヴァイオリンのためのソナタ イ短調
ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品19（弦楽五部版）
ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ヘ長調 作品24 「春」
交響曲 第2番 ニ長調 作品36（ピアノ・トリオ版）
12の合奏協奏曲 第12番 ロ短調 作品6-12
ピポコンドリア イ長調 ZWV187
組曲 ハ短調 TWV55：c1
ヴァイオリン協奏曲 ト短調 BWV1056R
序曲 ホ短調 作品1-1
シンフォニア ニ短調 HW 1/3
ピアノ協奏曲 第18番 変ロ長調 K.456
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453
ピアノ協奏曲 第16番 ニ長調 K.451
オーボエ協奏曲 へ短調 TWV51：f1
オーボエ・ダモーレ協奏曲 二長調 GWV313 [日本初演]
オーボエ・ダモーレ協奏曲 イ長調 Ｌ43b [日本初演]
オーボエ協奏曲 ハ長調 RV451
オーボエ協奏曲 ニ短調 作品9-2
オーボエ協奏曲 ハ長調 C31/Ⅲ：29

バッハ

ミサ曲 ロ短調 BWV232

ヘンデル

オラトリオ「メサイア」

Cemb：高田泰治
2011/11/7 第203回 定期演奏会

2011/12/6

マンスリーコンサート No.428
ガーシュインからスタンダードジャスまで

2011/12/23 教会音楽シリーズ 第167回公演

東京文化会館 小ホール

延原武春

大阪倶楽部 4階ホール

延原武春

カトリック夙川教会聖堂

延原武春

2012/1/16

マンスリーコンサート No.429
ヴェルサイユの饗宴

大阪倶楽部 4階ホール

2012/1/20

第204回 定期演奏会
E.クープランの全景 Vol.1

東京文化会館 小ホール

延原武春

Vn：浅井咲乃
Fl、リコーダー：出口かよ子
リコーダー：森本英希

Sp：上月理沙 At：山本有香子
Tn：真木喜規 Bs：篠部信宏
合唱：テレマン室内合唱団

Cemb：中野振一郎

Cemb：中野振一郎

2012/2/16

マンスリーコンサート No.430
ヴィヴァルディ＆テレマン～リコーダーの魅力

大阪倶楽部 4階ホール

延原武春

2012/3/13

マンスリーコンサート No.431
偉大な2人の父
～C.P.E.バッハから見たJ.S.バッハとテレマン

大阪倶楽部 4階ホール

延原武春

Ob：延原武春
リコーダー：藤田隆
Vn：浅井咲乃
Va：姜隆光

バッハ
バッハ
バッハ

チェンバロ協奏曲 第4番 イ長調 BWV1055
チェンバロ協奏曲 第6番 ヘ長調 BWV1057
イタリア風協奏曲 ヘ長調 BWV971

バッハ

フルート、ヴァイロンとチェンバロ協奏曲 第4番 イ短調 BWV1044

コルンゴルト
ガーシュイン

弦楽四重奏曲 第2番 変ホ長調 作品26 第1，2楽章
子守歌
スターダスト、アゲイン、オーヴァーザレインボウ、テネシーワルツー他ー

バッハ

クリスマス・オラトリオ BWV248 第1～3、5、6部

J.M.ルクレール
F.クープラン
F.クープラン
ラモー
J.デュフリ
A.E.M.グレトリー
F.クープラン
F.クープラン
F.クープラン
F.クープラン
テレマン
テレマン
ヴィヴァルディ
テレマン
テレマン
ヴィヴァルディ
C.P.E.バッハ
テレマン
テレマン
C.P.E.バッハ
バッハ
バッハ

オペラ「スキュラとグラウコス」より
クラブサン曲集 第2巻 第6組曲から
趣味の融合（新しいコンセール） 第8番 ト長調 「劇場風の」
クラブサン・コンセール 第4番 変ロ長調
クラブサン曲集 第3巻から
シンファニア ニ長調
クラブサン曲集 第1巻 第4組曲から
クラブサン曲集 第2巻 第11組曲から
クラブサン曲集 第2巻 第6組曲から
クラブサン曲集 第3巻 第19組曲から
リコーダー、オーボエ、ヴァイオリンと通奏低音のための四重奏曲 ト長調 TWV43：G6
ヴィオラ協奏曲 ト長調 TWV51：G9
フルート協奏曲集から ヘ長調 「海のあらし」 作品10-1 RV.433
リコーダー、オーボエ、ヴァイオリンと通奏低音のための四重奏曲 イ短調 TWV43：a3
リコーダーと弦楽、通奏低音のための協奏曲 ヘ長調 TWV51：ｆ1
ソプラニーノ・リコーダー協奏曲 ハ長調 RV.443
6つのシンフォニアから ロ短調 Wq.182-5
4つのヴァイオリンのための協奏曲 ト長調 TWV40：201
リコーダーとヴィオラ・ダガンバ（チェロ）のための協奏曲 イ短調 TWV52：a1
バス・リコーダー、ヴィオラと通奏低音のためのソナタ ヘ長調 Wq.163
イタリア風協奏曲 ヘ長調 BWV971
チェンバロ協奏曲 第4番 イ長調 BWV1055

日本オーケストラ連盟加盟オーケストラ

2011年度

ディスコグラフィー

（2011年4月1日～2012年3月31日 リリース）
ＤＶＤ
オーケストラ名

オーケストラ・アンサンブル金沢

アルバムタイトル
秋川雅史 with オーケストラ・アンサンブル金沢
スペシャルコンサート2012

指揮者

鈴木織衛

共演者

秋川雅史

作曲/編曲

曲目

プッチーニ

誰も寝てはならぬ

ララ

グラナダ

滝廉太郎

荒城の月

ドヴォルザーク

スラヴ舞曲 Op.72-2

レーベル

TAKUMI NOTE

カタログ番号

発売日

定価

TEBG-65006/7

2012.3.21

¥6,500

カタログ番号

発売日

定価

ＣＤ
オーケストラ名
仙台フィルハーモニー管弦楽団

アルバムタイトル
新実徳英：ヴァイオリン協奏曲
第2番〈スピラ・ヴィターリス〉～管弦楽作品集

指揮者

共演者

作曲/編曲

曲目

レーベル

ヴァイオリン協奏曲 第2番〈スピラ・ヴィターリス〉 Ⅰ.
梅田俊明

渡辺玲子

新実徳英

ヴァイオリン協奏曲 第2番〈スピラ・ヴィターリス〉 Ⅱ.

カメラータ

CMCD28237

2011.5.25

¥2,940

フォンテック

FOCD9524

2011.7.6

¥2,000

Tower Records
EMI Classical Treasures

QIAG50064

2011.5.18

¥2,000

JVC XRCD

JMXR24700

2011.7.12

¥4,200

ナクソス・ジャパン

NYNG002

2011.7.12

¥2,100

カメラータ

CMCD50033

2011.7.25

¥1,575

KING RECORDS X
TOWER RECORDS

NKCD6569

2011.8.12

¥1,000

ナクソス・ジャパン

NYNG003

2011.8.24

¥2,100

KING INTERNATIONAL

KKC2009

2011.10.19

¥3,140

KING INTERNATIONAL

KKC2007

2011.10.19

¥3,140

KKC2005

2011.10.19

¥3,140

KING INTERNATIONAL

KKC2003

2011.10.19

¥3,140

KING INTERNATIONAL

KKC2001

2011.10.19

¥3,140

KING INTERNATIONAL

KKC2011

2011.10.19

¥3,140

KING INTERNATIONAL

KKC2015

2011.10.19

¥3,140

KING INTERNATIONAL

KKC2013

2011.10.19

¥3,140

ヴァイオリン協奏曲 第2番〈スピラ・ヴィターリス〉 Ⅲ.
仙台フィルハーモニー管弦楽団

つながれ心 つながれ力
がんばれ仙台フィル

ＮＨＫ交響楽団

ドイツ序曲集 ワーグナー序曲集

ＮＨＫ交響楽団

ブルックナー： 交響曲第8番;
ベートーヴェン： 交響曲第2番 Op.36, 第7番 Op.92

ＮＨＫ交響楽団

NHK「現代の音楽」 アーカイブシリーズ
矢代秋雄：ピアノ協奏曲

パスカル・ヴェロ、小泉和裕、
山下一史
ホルスト・シュタイン

ロヴロ・フォン・マタチッチ

森 正

ベートーヴェン

交響曲 第8番 ヘ長調 Op.93

シューマン

交響曲 第4番 ニ短調 Op.120

ラヴェル

ラ・ヴァルス

ワーグナー

ワーグナー序曲集

ブルックナー

交響曲 第8番 ハ短調（ノヴァーク版）

ベートーヴェン
中村紘子

矢代秋雄

悲しみの森 池辺晋一郎 交響曲

交響曲 第7番 イ長調 Op.92
ピアノ協奏曲 他
交響曲 第4番（1990）

岩城宏之
ＮＨＫ交響楽団

交響曲 第2番 ニ長調 Op.36

池辺晋一郎

秋山和慶

交響曲 第7番「一滴の共感へ」（1999）
悲しみの森～オーケストラのために（1998）

ＮＨＫ交響楽団

ＮＨＫ交響楽団
ＮＨＫ交響楽団

ＮＨＫ交響楽団

ＮＨＫ交響楽団

日本の現代音楽の古典
ＮＨＫ「現代の音楽」 アーカイブ・シリーズ
武満徹
交響曲第２番、第４番「ロマンティック」
N響85周年記念シリーズ：
チャイコフスキー：「悲愴」、ボロディン：交響曲第２番
シューベルト：「グレート」
N響85周年記念シリーズ：ピアノ協奏曲集

岩城宏之
森正
岩城宏之

吉田雅夫

琵琶：鶴田錦史、尺八：横山勝也

外山雄三

ラプソディ

小山清茂

管弦楽のための木挽歌

渡辺浦人

交響組曲「野人」

武満徹

テクスチュアズ
ノヴェンバー･ステップス
交響曲第2番ハ短調

オトマール・スイトナー

ブルックナー

ヨゼフ・ローゼンストック

ボロディン

交響曲第2番

ウィルヘルム・ロイブナー

チャイコフスキー

交響曲第6番「悲愴」

シューベルト

ロザムンデ序曲

ラヴェル

ピアノ協奏曲 ト長調

ウォルフガング・サヴァリッシュ、
ロヴロ・フォン・マタチッチ 他
ジャン・マルティノン

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ： バイオリン協奏曲集

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ：ベートーヴェン 「皇帝」他

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ：ワーグナー、ハチャトリアン

ホルスト・シュタイン

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ：シューベルト、ブルックナー

ギュンター・ヴァント

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ：
サン＝サーンス、モーツァルト

ピエール・デルヴォー

クルト・ウェス

アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ リスト
フリードリヒ・グルダ ほか
ベートーヴェン
アイザック・スターン

ウィルヘルム・ロイブナー

ワルター・ギーゼキング

クルト・ウェス

エミール・ギレリス

他

交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」

他

ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 S.124

KING INTERNATIONAL

ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 Op.15
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 Op.58

モーツァルト

ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216

ベートーヴェン

ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.61

他

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲第4番、第5番「皇帝」

他

ワーグナー

「神々の黄昏」からジークフリートのラインの旅

ハチャトリアン

組曲「仮面舞踏会」

シューベルト

交響曲第9番ハ長調 D.944「グレート」

ブルックナー

交響曲第8番ハ短調（1890年版）

モーツァルト

ピアノ協奏曲第24番

他

他

ＮＨＫ交響楽団

ブラームス 交響曲第1番

ロヴロ・フォン・マタチッチ

ブラームス

交響曲第1番

インディペンデントレーベル XRCG30010

2011.11.15

¥3,465

ＮＨＫ交響楽団

1970年代の第九ボックス

サヴァリッシュ、マタチッチ、
スイトナー、 ライトナー、
シュタイン、
ビェロフラーヴェク

ベートーヴェン

交響曲第9番「合唱つき」

日本伝統文化振興財団

XRCG30011

2011.12.17

¥26,725

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ：
ヤナーチェク：シンフォニエッタ
ストラヴィンスキー：「火の鳥」 他

ウェーバー

「魔弾の射手」序曲

ロヴロ・フォン・マタチッチ

ワーグナー

「リエンツィ」序曲

KING INTERNATIONAL

KKC2026

2011.12.20

¥3,140

ヤナーチェク

シンフォニエッタ

ＮＨＫ交響楽団

マーラー

オトマール・スイトナー

マーラー

交響曲第1番「巨人」、第2番「復活」

KING INTERNATIONAL

KKC2031

2011.12.20

¥3,245

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念ｼﾘｰｽﾞ
ｼﾍﾞﾘｳｽ：交響曲第1番､第2番､第7番 他

ホルスト・シュタイン

シベリウス

交響曲第1番 第2番 第7番

KING INTERNATIONAL

KKC2033

2011.12.20

¥3,325

ＮＨＫ交響楽団

マーラー 交響曲第4番、第5番

ヘルベルト・ブロムシュテット

マーラー

交響曲第4番、第5番

KING INTERNATIONAL

KKC2035

2011.12.20

¥3,140

ＮＨＫ交響楽団

スメタナ：交響詩「わが祖国」(全曲) /
ドヴォルザーク：スラヴ舞曲(全曲)

ヴァーツラフ・ノイマン

スメタナ

連作交響詩「わが祖国」

ドボルザーク

スラヴ舞曲集

KING INTERNATIONAL

KKC2037

2011.12.20

¥3,140

ＮＨＫ交響楽団

ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、第6番「田園」他

フェルディナント・ライトナー

ベートーヴェン

交響曲第5番、第6番、第7番、序曲「レオノーレ」第2番

KING INTERNATIONAL

KKC2039

2011.12.20

¥3,140

ヘンデル

王宮の花火の音楽 序曲

モーツァルト

セレナード第9番

KING INTERNATIONAL

KKC2041

2011.12.20

¥3,140

ベートーヴェン

序曲「レオノーレ」第3番

ドボルザーク

交響曲第9番「新世界」から

レスピーギ

「ローマの松」

KING INTERNATIONAL

KKC2024

2011.12.20

¥3,325

エミール・ギレリス

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲第5番「皇帝」

ブルーノ・レオナルド・ゲルバー

ブラームス

ピアノ協奏曲第2番

KING INTERNATIONAL

KKC2022

2011.12.20

¥3,325

ルドルフ・バルシャイ

スビャトスラフ・リヒテル

モーツァルト

ピアノ協奏曲第22番、第27番

岩城宏之

ラザール・ベルマン

チャイコフスキー

ピアノ協奏曲第1番

KING INTERNATIONAL

KKC2020

2011.12.20

¥3,325

ウィルヘルム・ケンプ

ベートーヴェン

ピアノ協奏曲第1番～第5番

KING INTERNATIONAL

KKC2017

2011.12.20

¥4,725

ＮＨＫ交響楽団

交響曲第１番「巨人」、第２番「復活」

モーツァルト：ハフナー、セレナード 他

アンナ・トモア・シントウ、中沢桂、
伊原直子、小林一男、木村俊光

中嶋彰子

ギュンター・ヴァント

他

他

他

他

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ：
シュヒター/ドヴォルザーク、スメタナ

ウィルヘルム・シュヒター

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ：
ベートーヴェン/ブラームス ピアノ協奏曲

ウォルフガング・サヴァリッシュ

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ：
モーツァルト/チャイコフスキー ピアノ協奏曲 他

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ：
ベートーヴェン ピアノ協奏曲全集

森 正

ＮＨＫ交響楽団

N響85周年記念シリーズ： ブラームス交響曲全集

ウォルフガング・サヴァリッシュ

ブラームス

交響曲第1番～第4番

KING INTERNATIONAL

KKC2028

2011.12.20

¥4,725

ＮＨＫ交響楽団

プッチーニ 「トスカ」全曲

アルトゥーロ・バジーレ

プッチーニ

歌劇「トスカ」

Walhall *classics*

WLCD0340

2012.1.11

¥2,195

ＮＨＫ交響楽団

ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」オリジナルサウンドトラック

井上道義

平清盛テーマ曲

日本コロムビア

COCQ84927

2012.2.1

¥2,940

新日本フィルハーモニー交響楽団

ブルックナー：交響曲第7番

クリスティアン・アルミンク

ブルックナー

交響曲第７番ホ長調（ハース版）

フォンテック

FOCD6013

2012.3.7

¥2,500

東京交響楽団

佐村河内 守 交響曲第1番《HIROSHIMA》

大友直人

佐村河内 守

交響曲第1番《HIROSHIMA》

DENON

COCQ-84901

2011.7.20

¥2,940

東京交響楽団

カンタータ 大いなる故郷 石巻

小林研一郎

小杉太一郎
作詞：石島恒夫

ソプラノとバリトンと大合唱と管弦楽のための
カンタータ 大いなる故郷 石巻

Salida

DESL-005

2011.6.6

¥2,000

東京交響楽団

ＮＨＫ 「現代の音楽」 アーカイブシリーズ
松平頼暁

若杉弘

松平頼暁

室内オーケストラのための「コンフィギュレーション」
(1961-63)〈初演〉

ナクソス・ジャパン

NYNG-009

2012.3.28

¥2,100

ブラームス

交響曲第1番ハ短調 Op.68

Octavia Exton

EXCL00068

2011.5.25

¥3,000

カメラータ

CMCD28237

2011.5.25

¥2,940

フォンテック

FOCD9517

2011.6.20

¥6,000

ナクソス・ジャパン

NYNG001

2011.7.13

¥2,100

カメラータ

CMCD50034

2011.7.25

¥1,575

東京都交響楽団

ブラームス：交響曲第１番

エリアフ・インバル

東京都交響楽団

新実徳英：ヴァイオリン協奏曲
第2番〈スピラ・ヴィターリス〉～管弦楽作品集

岩城宏之

伊藤京子、友竹正則、
朗読：山内 明、合唱：石巻合唱連盟

新実徳英

矢崎彦太郎

他

他

太陽風～オーケストラのための（1999）
沈黙（しじま）へ～弦楽オーケストラのための（1999）
交響曲 第4番 ト長調 “大いなる歓びへの讃歌”
亡き子をしのぶ歌
交響曲 第6番 イ短調 “悲劇的”

東京都交響楽団

マーラー交響曲選集

ガリー・ベルティーニ

マーラー

交響曲 第7番 ホ短調 “夜の歌"
交響曲 第8番 変ホ長調 “千人の交響曲”
交響曲 第10番より 「アダージョ」
交響曲 第9番 ニ長調、交響曲 “大地の歌”

東京都交響楽団

東京都交響楽団

ＮＨＫ「現代の音楽」 アーカイブ・シリーズ
三善晃

カメラータ・コンテンポラリー・クラシック
別宮貞雄：管弦楽作品集

小林研一郎

若杉弘

日本プロ合唱団連合

神谷郁代

三善晃

別宮貞雄

混声合唱と管弦楽のための「詩篇」 (1979)
文化庁芸術祭委嘱作品
管弦楽のための二つの祈り（1956）～
I．痛ましく／II．雄々しく
ピアノ協奏曲（1981）
交響曲第5番（1999）

東京都交響楽団

ＮＨＫ「現代の音楽」 アーカイブ・シリーズ
武満徹

小林研一郎

武満徹

地平線のドーリア

ナクソス・ジャパン

NYNG003

2011.8.24

¥2,100

東京都交響楽団

ブルックナー：交響曲第２番

エリアフ・インバル

ブルックナー

交響曲第2番ハ短調（ノヴァーク版1877年稿）

Octavia Exton

OVCL00452

2011.9.22

¥3,000

東京都交響楽団

シューマン：交響曲第１番「春」、第２番

ペーター・マーク

シューマン

交響曲第1番変ロ長調Op.38「春」
交響曲第2番ハ長調Op.61

Tobu Recordings

TBRCD0014

2011.12.1

¥2,200

Denon Crest 1000

COCO73240

2011.12.21

¥1,050

オーケストラの時の時・I (1975)
東京都交響楽団

クレスト１０００ 第１１回発売 ３０タイトル
尾高忠明／湯浅譲二作品集成１

尾高忠明

矢崎明子、中谷勝子、新宮順子、
菊地悌子、松島葭楊子、佐野奈三江、
上木康江、筝：安藤政輝

湯浅譲二

筝とオーケストラのための
プロジェクション「花鳥風月」 (1967)
クロノプラスティック (1972)

東京都交響楽団

ＮＨＫ「現代の音楽」 アーカイブ・シリーズ
松平頼暁

黒岩英臣

マリンバ：高橋美智子

松平頼暁

マリンバとオーケストラのための「オシレーション」
(1977) 〈初演〉

ナクソス・ジャパン

NYNG009

2012.3.28

¥2,100

東京フィルハーモニー交響楽団

ベートーヴェン： 交響曲第9番「合唱付」

ダン・エッティンガー

森麻季、谷口睦美、
Shi Yijie、堀内康雄

ベートーヴェン

交響曲 第9番 ニ短調 作品125《合唱付》

Tower Records/
Columbia Music

TPTW-1008

2011.12.10

¥1,200

日本コロムビア

COCQ84933-5

2012.2.22

¥3,990

ＳＰＥＸ

OVCX00060

2012.3.28

¥3,000

avex-CLASSICS

AVCL-25731

2011.5.25

¥3,000

WarnerClassics

WPCS-22144

2011.7.20

¥1,050

自主制作

KSOL－1003

2012.2.20

¥1,500

キングレコード

KICC953

2011.9.21

¥2,000

フォンテック

FOCD6010/2

2011.11.2

¥4,500

ALM Records （コジマ録音） ALCD8035

2011.4.7

¥2,940

フォンテック

FOCD6009

2011.7.6

¥3,000

commmons

RZCM-46928

2011.10.12

¥3,150

フォンテック

FOCD6003

2011.11.2

¥2,200

FOCD6008

2011.4.27

¥2,520

2011.7.1

なし

2011.5.5

¥1,000

交響曲第7番 ホ長調

スタニスラフ・
読売日本交響楽団

ブルックナー：後期３大交響曲

ブルックナー

スクロヴァチェフスキ

交響曲第8番 ハ短調
交響曲第9番 ニ短調

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

マーラー：交響曲第9番

金聖響

マーラー

オーケストラ・アンサンブル金沢

べートーヴェン：交響曲第4番&第8番

金聖響

ベートーヴェン

オーケストラ・アンサンブル金沢

ムソルグスキー：展覧会の絵
［ジュリアン・ユー編曲］

岩城宏之

プロコフィエフ：古典交響曲
京都市交響楽団

大阪交響楽団

京都市交響楽団定期演奏会名曲ライブシリーズ２

広上淳一

上村昇、店村眞積

タニェエフ＆ロータ （ディスカヴァリーシリーズ第３弾） 児玉 宏

交響曲第9番
交響曲第4番
交響曲第8番

ムソルグスキー

展覧会の絵［ジュリアン・ユー編曲］

プロコフィエフ

古典交響曲

ドヴォルザーク

序曲「謝肉祭」作品９２

レスピーギ

交響詩「ローマの祭り」

Ｒ．シュトラウス

交響詩「ドン・キホーテ」作品３５

タニェエフ

交響曲 第４番 ハ短調 作品１２

ロータ

交響曲 第４番
「愛のカンツォーネに由来する交響曲」（日本初演）
交響曲 第１番 ハ短調 Op.６８

大阪フィルハーモニー交響楽団

ブラームス交響曲全集

大植英次

ブラームス

交響曲 第２番 ニ長調 Op.７３
交響曲 第３番 ヘ長調 Op.９０
交響曲 第４番 ホ短調 Op.９８

関西フィルハーモニー管弦楽団

シベリウス：交響曲第5番&カレリア組曲

藤岡幸夫

シベリウス

交響曲第5番 変ホ長調 作品82
「カレリア」組曲 作品11

福井敬
日本センチュリー交響楽団

リスト ファウスト交響曲

小泉和裕

合唱：ザ・カレッジ・オペラハウス合唱団

リスト

ファウスト交響曲

坂本龍一

箏とオーケストラのための協奏曲

グバイドゥーリナ

樹影にて ～アジアの箏とオーケストラのための～

びわ湖ホール声楽アンサンブル
兵庫芸術文化センター管弦楽団

佐渡裕＋沢井一恵 点と面

佐渡裕

広島交響楽団

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界から」

エヴァルド・ダネル

ドヴォルザーク

九州交響楽団

マーラー／交響曲第1番「巨人」＜花の章＞含む

秋山和慶

マーラー

交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」 （「花の章」付き）

フォンテック

ワーグナー

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より
第1幕への前奏曲

自主制作

ブラームス

交響曲第1番 ハ短調 作品６８

シュトラウス

ラデツキー行進曲 作品228

モーツァルト

セレナーデ第13番ト長調K.525
「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より第1楽章

アンダソン

マクドナルドじいさんは農場をもっていた

ウィルソン

76本のトロンボーン

パッヘルベル

カノン

中部フィルハーモニー交響楽団

京都フィルハーモニー室内合奏団

テレマン室内オーケストラ

中部フィルハーモニー交響楽団 設立10周年記念

はじめてのクラシック３

ベートーヴェン「ミサ曲ハ長調」「合唱幻想曲」

沢井一恵

秋山和慶

中井 章徳

延原武春

高田泰治、中村朋子、渡邊由美子、
畑儀文、篠部信宏

交響曲第9番「新世界から」
チェコ組曲

自主制作
JASRAC
259747-01

他

「コリオラン」序曲 ハ短調 Op.62

ベートーヴェン

合唱幻想曲 ハ短調 Op.80

ライヴノーツ

WWCC7667

2011.4.25

¥2,415

ライヴノーツ

WWCC7684

2011.10.25

¥2,625

ミサ曲 ハ長調 Op.86
6つの小プレリュード BWV933-8
テレマン室内オーケストラ

高田泰治チェンバロアルバムvol.1

高田泰治

バッハ

パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826
4つのデュエット BWV802-5
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807

ＳＡＣＤ
オーケストラ名

アルバムタイトル

指揮者

共演者

作曲/編曲

曲目

レーベル

カタログ番号

発売日

定価

山形交響楽団

ブルックナー：
交響曲 第6番 （1879-1881年 原典版）

飯森範親

ブルックナー

交響曲 第６番 イ長調 （1879-1881年 原典版）

YSO live

OVCX-00065

2012.2.22

¥3,000

東京都交響楽団

ショスタコーヴィチ：交響曲第5番「革命」

エリアフ・インバル

ショスタコーヴィチ

交響曲第5番ニ短調 Op.47「革命」

Octavia Exton

EXCL00080

2012.3.28

¥3,000

読売日本交響楽団

ブラームス 交響曲第4番

スタニスラフ・
スクロヴァチェフスキ

ブラームス

日本コロムビア

COGQ

2011.8.24

¥2,940

ＮＨＫ交響楽団

ブルックナー 交響曲 第8番

ロヴロ・フォン・マタチッチ

ブルックナー

日本伝統文化振興財団

SACG30001

2012.3.20

¥4,200

交響曲第４番 ホ短調 作品98
ハイドンの主題による変奏曲 作品56a
交響曲第8番

