平成29年度事業報告
＜主催公演＞
定期演奏会
特別演奏会

22回
16回

＜委託公演＞ 375回
委託演奏会
オペラ公演
バレエ公演
放送演奏・録音

主催公演

38公演

1. 定期演奏会

22公演 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

(1) 定期演奏会 オーチャードホール

8公演

第892回オーチャード定期演奏会
5月21日
指揮
曲目

オーチャードホール
アンドレア・バッティストーニ
ヴェルディ：歌劇「オテロ」第3幕～舞曲
ザンドナーイ：歌劇「ジュリエッタとロメオ」～舞曲
ストラヴィンスキー：バレエ「春の祭典」

第893回オーチャード定期演奏会
6月18日
指揮
共演
曲目

オーチャードホール
渡邊一正
阪田知樹 (ピアノ)
リスト：交響詩「レ・プレリュード」
リスト：ピアノ協奏曲第1番
ブラームス：交響曲第4番

第894回オーチャード定期演奏会
7月23日
指揮
共演
曲目

オーチャードホール
チョン・ミョンフン
安井陽子 (ソプラノ)、山下牧子 (メゾ・ソプラノ)、新国立劇場合唱団 [合唱指揮: 冨平恭平]
マーラー：交響曲第2番「復活」

第896回オーチャード定期演奏会
9月18日
指揮
共演
曲目

オーチャードホール
チョン・ミョンフン
イム・ジュヒ (ピアノ)
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番
ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」

第897回オーチャード定期演奏会
10月22日
指揮
曲目

オーチャードホール
ミハイル・プレトニョフ
グリンカ：幻想曲「カマーリンスカヤ」
グリンカ：幻想的ワルツ
グリンカ：歌劇「皇帝に捧げし命」～第2幕「クロコヴィアク」
ボロディン：交響詩「中央アジアの草原にて」
リャードフ：交響詩「魔法にかけられた湖」
リャードフ：交響詩「キキーモラ」
リャードフ：交響詩「バーバ・ヤーガ」
リムスキー=コルサコフ：歌劇「雪娘」組曲
リムスキー=コルサコフ：歌劇「見えざる町キーテジと聖女フェヴローニャの物語」組曲
リムスキー=コルサコフ：歌劇「皇帝サルタンの物語」組曲
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第901回オーチャード定期演奏会
1月28日
指揮
曲目

オーチャードホール
チョン・ミョンフン
モーツァルト：交響曲第41番「ジュピター」
ベルリオーズ：幻想交響曲

第903回オーチャード定期演奏会
2月25日
指揮
共演
曲目

オーチャードホール
ミハイル・プレトニョフ
牛田智大 (ピアノ)
シベリウス：交響詩「フィンランディア」
グリーグ：ピアノ協奏曲
シベリウス：組曲「ペレアスとメリザンド」
シベリウス：交響曲第7番

第905回オーチャード定期演奏会
3月11日
指揮
共演
曲目

オーチャードホール
アンドレア・バッティストーニ
小曽根真 (ピアノ)、ロバート・クビスジン (エレクトリック・ベース)、クラレンス・ベン (ドラムス)
グルダ：コンチェルト・フォー・マイセルフ
ラフマニノフ：交響曲第2番

(2) 定期演奏会 サントリーホール

6公演

第895回サントリー定期シリーズ
9月15日
指揮
共演
曲目

サントリーホール
チョン・ミョンフン
安井陽子 (ソプラノ)、山下牧子 (メゾ・ソプラノ)、新国立劇場合唱団 [合唱指揮: 冨平恭平]
マーラー：交響曲第2番「復活」

第898回サントリー定期シリーズ
10月23日
指揮
曲目

サントリーホール
ミハイル・プレトニョフ
グリンカ：幻想曲「カマーリンスカヤ」
グリンカ：幻想的ワルツ
グリンカ：歌劇「皇帝に捧げし命」～第2幕「クロコヴィアク」
ボロディン：交響詩「中央アジアの草原にて」
リャードフ：交響詩「魔法にかけられた湖」
リャードフ：交響詩「キキーモラ」
リャードフ：交響詩「バーバ・ヤーガ」
リムスキー=コルサコフ：歌劇「雪娘」組曲
リムスキー=コルサコフ：歌劇「見えざる町キーテジと聖女フェヴローニャの物語」組曲
リムスキー=コルサコフ：歌劇「皇帝サルタンの物語」組曲

第899回サントリー定期シリーズ
12月5日
指揮
共演
曲目

サントリーホール
伊藤翔
小山実稚恵 (ピアノ)
カヴァレフスキー：歌劇「コラ・ブルニョン」序曲
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
チャイコフスキー：交響曲第4番

第900回サントリー定期シリーズ
1月25日
指揮
曲目

サントリーホール
チョン・ミョンフン
モーツァルト：交響曲第41番「ジュピター」
ベルリオーズ：幻想交響曲
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第902回サントリー定期シリーズ
2月23日
指揮
共演
曲目

サントリーホール
ミハイル・プレトニョフ
牛田智大 (ピアノ)
シベリウス：交響詩「フィンランディア」
グリーグ：ピアノ協奏曲
シベリウス：組曲「ペレアスとメリザンド」
シベリウス：交響曲第7番

第904回サントリー定期シリーズ
3月9日
指揮
共演
曲目

サントリーホール
アンドレア・バッティストーニ
小曽根真 (ピアノ)、ロバート・クビスジン (エレクトリック・ベース)、クラレンス・ベン (ドラムス)
グルダ：コンチェルト・フォー・マイセルフ
ラフマニノフ：交響曲第2番

8公演

(3) 定期演奏会 東京オペラシティ コンサートホール

第109回東京オペラシティ定期シリーズ
5月19日
指揮
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
アンドレア・バッティストーニ
ヴェルディ：歌劇「オテロ」第3幕～舞曲
ザンドナーイ：歌劇「ジュリエッタとロメオ」～舞曲
ストラヴィンスキー：バレエ「春の祭典」

第110回東京オペラシティ定期シリーズ
6月14日
指揮
共演
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
渡邊一正
阪田知樹 (ピアノ)
リスト：交響詩「レ・プレリュード」
リスト：ピアノ協奏曲第1番
ブラームス：交響曲第4番

第111回東京オペラシティ定期シリーズ
7月21日
指揮
共演
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
チョン・ミョンフン
安井陽子 (ソプラノ)、山下牧子 (メゾ・ソプラノ)、新国立劇場合唱団 [合唱指揮: 冨平恭平]
マーラー：交響曲第2番「復活」

第112回東京オペラシティ定期シリーズ
9月21日
指揮
共演
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
チョン・ミョンフン
イム・ジュヒ (ピアノ)
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番
ベートーヴェン：交響曲第3番「英雄」

第113回東京オペラシティ定期シリーズ
10月18日
指揮
共演
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
ミハイル・プレトニョフ
小野美咲 (メゾ・ソプラノ)
ハイドン：交響曲第49番「受難」
マーラー：亡き子をしのぶ歌
シューベルト：交響曲第5番
シューベルト：交響曲第7番「未完成」

第114回東京オペラシティ定期シリーズ
1月24日
指揮
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
チョン・ミョンフン
モーツァルト：交響曲第41番「ジュピター」
ベルリオーズ：幻想交響曲
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第115回東京オペラシティ定期シリーズ
2月26日
指揮
共演
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
ミハイル・プレトニョフ
牛田智大 (ピアノ)
シベリウス：交響詩「フィンランディア」
グリーグ：ピアノ協奏曲
シベリウス：組曲「ペレアスとメリザンド」
シベリウス：交響曲第7番

第116回東京オペラシティ定期シリーズ
3月7日
指揮
共演
曲目

2. 特別演奏会

東京オペラシティ コンサートホール
アンドレア・バッティストーニ
小曽根真 (ピアノ)、ロバート・クビスジン (エレクトリック・ベース)、クラレンス・ベン (ドラムス)
グルダ：コンチェルト・フォー・マイセルフ
ラフマニノフ：交響曲第2番

16公演 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

(1) 休日の午後のコンサート

4公演

第72回休日の午後のコンサート
6月4日
指揮
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
アンドレア・バッティストーニ
ベルリオーズ：劇的交響曲「ロメオとジュリエット」～マブの女王のスケルツォ
チャイコフスキー：幻想序曲「ロメオとジュリエット」
ロータ：「ロメオとジュリエット」～愛のテーマ
プロコフィエフ：バレエ組曲「ロメオとジュリエット」～第2番“モンタギュー家とキャピュレット家”、“少女ジュリエット”
第1番より“仮面”、“バルコニーシーン”、“ティボルトの死”

第73回休日の午後のコンサート
9月3日
指揮
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
アンドレア・バッティストーニ
ベッリーニ：歌劇「カプレーティ家とモンテッキ家」序曲
ザンドナーイ：歌劇「ジュリエットとロメオ」～舞曲
バッティストーニ：エラン・ヴィタール (管弦楽のための狂詩曲) [日本初演]
バーンスタイン：「ウェストサイド物語」～シンフォニック・ダンス
ベルリオーズ：劇的交響曲「ロメオとジュリエット」～遠くから聞こえてくる音楽の集いと舞踏会のざわめき
ロメオただ一人、哀しみ、キャピュレット家の大宴会

第74回休日の午後のコンサート
1月21日
指揮
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
太田 弦
グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ベートーヴェン：交響曲第7番～第4楽章
ビゼー：組曲「アルルの女」第2番～ファランドール
チャイコフスキー：交響曲第4番～第4楽章
チャイコフスキー：交響曲第6番「悲愴」～第3楽章
ラヴェル：ボレロ

第75回休日の午後のコンサート
2月4日
指揮
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
小林研一郎
スメタナ：連作交響詩「我が祖国」～第1, 3, 4, 2曲
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(2) 平日の午後のコンサート

4公演

第5回平日の午後のコンサート
5月17日
指揮
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
アンドレア・バッティストーニ
チャイコフスキー：イタリア奇想曲
チャイコフスキー：交響曲第5番

第6回平日の午後のコンサート
7月20日
指揮
共演
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
三ツ橋敬子
辻彩奈 (ヴァイオリン)
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
メンデルスゾーン：交響曲第4番「イタリア」

第7回平日の午後のコンサート
12月7日
指揮
曲目

東京オペラシティ コンサートホール
伊藤翔
カヴァレフスキー：歌劇「コラ・ブルニョン」序曲
チャイコフスキー：交響曲第4番

第8回平日の午後のコンサート
1月29日
指揮
曲目

(3) 特別演奏会

東京オペラシティ コンサートホール
チョン・ミョンフン
ビゼー：歌劇「カルメン」組曲～前奏曲、アルカラの竜騎兵、間奏曲、アラゴネーズ、ジプシーの踊り
ベルリオーズ：幻想交響曲

8公演

ハートフル コンサート 2017
8月15日
指揮
共演
曲目

東京芸術劇場
小林研一郎
黒柳徹子 (お話)、村治佳織 (ギター)
チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」～ポロネーズ
アイルランド民謡：ダニー・ボーイ (ロンドンデリーの歌)
ドヴォルザーク：ユーモレスク
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番
スメタナ：連作交響詩「我が祖国」～モルダウ

「第九」特別演奏会
12月21日
12月22日
12月24日
指揮
共演
曲目

サントリーホール
東京オペラシティ コンサートホール
オーチャードホール
ユー・ロン
中村恵理 (ソプラノ)、小野美咲 (アルト)、宮里直樹 (テノール)、上江隼人 (バリトン)、東京オペラシンガーズ
ベートーヴェン：劇音楽「エグモント」序曲、交響曲第9番「合唱」

ニューイヤーコンサート 2018
1月2日
1月3日
指揮
共演
曲目

オーチャードホール
オーチャードホール
阪哲朗
仲道郁代 (ピアノ)、朝岡聡 (お話)
J.シュトラウスII：喜歌劇「こうもり」序曲
オッフェンバック：喜歌劇「天国と地獄」序曲～カンカン (2日のみ)
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番 (3日のみ)
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番～第1楽章
パッヘルベル：カノン (2日のみ)
モーツァルト：セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」～第1楽章 (3日のみ)
エルガー：行進曲「威風堂々」第1番
ラヴェル：ボレロ
J.シュトラウスI：ラデツキー行進曲
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響きの森クラシック・シリーズ Vol. 63
2月3日
指揮
曲目

文京シビックホール
小林研一郎
スメタナ：連作交響詩「我が祖国」

第50回千葉市定期演奏会
3月10日
指揮
曲目

京葉銀行文化プラザ
アンドレア・バッティストーニ
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
ベートーヴェン：交響曲第7番
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