
指揮：ファビオ・ルイージ

ピアノ：マルティン・ヘルムヒェン*

R. シュトラウス／

交響詩 「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」

ブルレスケ ニ短調*、交響的幻想曲 「イタリアから」

指揮：ウラディーミル・フェドセーエフ

スヴィリドフ／小三部作

プロコフィエフ／歌劇 「戦争と平和」－「ワルツ」（第2場）

A. ルビンシテイン／歌劇 「悪魔」－「レズギンカ」（第2幕）

グリンカ／歌劇 「イワン・スサーニン」－「クラコーヴィアク」

リムスキー・コルサコフ／歌劇 「雪娘」 組曲

チャイコフスキー(フェドセーエフ編)／バレエ組曲 「眠りの森の美女」

指揮：ファビオ・ルイージ

ソプラノ：E.スティッキーナ、V.ファルカシュ、三宅理恵

アルト：O.ペトロヴァ、C.モリソン、テノール：M.シャーデ

バリトン：L.ストリフ、バス：D.ステフェンス

合唱：新国立劇場合唱団、児童合唱：NHK東京児童合唱団

マーラー／交響曲 第8番 変ホ長調 「一千人の交響曲」

指揮：トゥガン・ソヒエフ

ビゼー（シチェドリン編）／バレエ音楽 「カルメン組曲」

ラヴェル／組曲 「マ・メール・ロワ」

ラヴェル／バレエ音楽 「ラ・ヴァルス」

指揮：井上道義　
バス：エフゲーニ・スタヴィンスキー*　
男声合唱：オルフェイ・ドレンガル男声合唱団*

ヨハン・シュトラウスII世／ポルカ 「クラップフェンの森で」
ショスタコーヴィチ／舞台管弦楽のための組曲 第1番 ―
「行進曲」「リリック・ワルツ」「小さなポルカ」「ワルツ第2番」
交響曲 第13番 変ロ短調 「バビ・ヤール」*

指揮：マレク・ヤノフスキ

シューベルト／交響曲 第4番 ハ短調

ブラームス／交響曲 第1番 ハ短調

指揮：ファビオ・ルイージ

パンフィリ／戦いを生きる ［日本初演］

レスピーギ／交響詩 「ローマの噴水」

　　交響詩 「ローマの松」

　　交響詩 「ローマの祭り」

指揮：原田慶太楼

ピアノ：反田恭平

スクリャービン／夢想

 ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調

 交響曲 第2番 ハ短調

指揮：トン・コープマン

フルート：神田寛明

モーツァルト／交響曲 第29番 イ長調

フルート協奏曲 第2番 ニ長調 

交響曲 第39番 変ホ長調 

指揮：ユッカ・ペッカ・サラステ

ヴァイオリン：ペッカ・クーシスト

シベリウス／交響詩 「タピオラ」 

ストラヴィンスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ調

シベリウス／交響曲 第1番 ホ短調

指揮：ファビオ・ルイージ

ピアノ：アリス・紗良・オット

ハイドン／交響曲 第100番 ト長調 「軍隊」

リスト／ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調

レーガー／モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ

指揮：トゥガン・ソヒエフ

ヴァイオリン：白井 圭、ヴィオラ：村上淳一郎

モーツァルト／ヴァイオリンとヴィオラのための

　　 協奏交響曲 変ホ長調

ベートーヴェン／交響曲 第3番 変ホ長調 「英雄」

指揮：パブロ・エラス・カサド

ヴァイオリン：オーガスティン・ハーデリッヒ

ソプラノ：吉田珠代*

ラヴェル：スペイン狂詩曲

プロコフィエフ／ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調

ファリャ／バレエ音楽「三角帽子」（全曲）*

指揮：クリストフ・エッシェンバッハ

チェロ：キアン・ソルターニ

シューマン／歌劇 「ゲノヴェーヴァ」 序曲

　チェロ協奏曲 イ短調

　交響曲 第2番 ハ長調

指揮：ファビオ・ルイージ

ピアノ：ルドルフ・ブフビンダー

ブラームス／ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調

ニルセン／交響曲 第2番 ロ短調 「4つの気質」

指揮：鈴木優人、ヴァイオリン：イザベル・ファウスト

ウェーベルン／パッサカリア

シェーンベルク／ヴァイオリン協奏曲

バッハ（ウェーベルン編）／リチェルカータ

シューベルト／交響曲 第5番 変ロ長調

指揮：ファビオ・ルイージ

ワーグナー（フリーヘル編）／

　　　楽劇 「ニーベルングの指環」 

　―オーケストラル・アドベンチャー ―

指揮：ゲルゲイ・マダラシュ

ピアノ：阪田知樹*

バルトーク／ハンガリーの風景

リスト／ハンガリー幻想曲*

コダーイ／組曲 「ハーリ・ヤーノシュ」

指揮：ファビオ・ルイージ

フンパーディンク／

　　歌劇 「ヘンゼルとグレーテル」 前奏曲

ベルリオーズ／幻想交響曲 

指揮：トゥガン・ソヒエフ

リャードフ／交響詩「キキモラ」

プロコフィエフ（ソヒエフ編）／

　バレエ組曲「ロメオとジュリエット」

指揮：大植英次

ワーグナー／ジークフリートの牧歌

R. シュトラウス／交響詩 「英雄の生涯」

指揮：クリストフ・エッシェンバッハ

ブルックナー／交響曲 第7番 ホ長調

指揮：ファビオ・ルイージ

メンデルスゾーン／

　「夏の夜の夢」 の音楽 

　― 「序曲」「夜想曲」「スケルツォ」「結婚行進曲」

　交響曲 第5番 ニ長調 「宗教改革」

指揮：沖澤のどか

ピアノ：デニス・コジュヒン

女声合唱：東京混声合唱団*

イベール／寄港地

ラヴェル／左手のためのピアノ協奏曲

ドビュッシー／夜想曲*

指揮：ヘルベルト・ブロムシュテット

ブルックナー／交響曲 第5番 変ロ長調

指揮：ヘルベルト・ブロムシュテット

ピアノ：レイフ・オヴェ・アンスネス

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 「皇帝」

ブラームス／交響曲 第3番 ヘ長調

指揮：ヘルベルト・ブロムシュテット

ニルセン／アラジン組曲

　 ―「祝祭行進曲」「ヒンドゥーの踊り」

 　 「イスファハンの市場」「黒人の踊り」

シベリウス／交響曲 第2番 ニ長調
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９月9日（土） 10日（日）

１０月14日（土） 15日（日）

１１月25日（土） 26日（日）

12月16日（土） １7日（日）

１月13日（土） １4日（日）

２月3日（土） 4日（日）

４月13日（土） 14日（日）

５月11日（土） 12日（日）

６月8日（土） 9日（日）

９月20日（水） 21日（木）

１０月25日（水） 26日（木）

１１月15日（水） 16日（木）

１２月6日（水） 7日（木）

１月24日（水） 25日（木）

２月14日（水） 15日（木）

４月24日（水） 25日（木）

５月２2日（水） 23日（木）

６月19日（水） 20日（木）

９月15日（金） 16日（土）

１０月20日（金） 21日（土）

１１月10日（金） 11日（土）

１２月1日（金） 2日（土）

１月19日（金） 20日（土）

2月9日（金） 10日（土）

４月19日（金） 20日（土）

５月17日（金） 18日（土）

６月14日（金） 15日（土）

PROGRAMA ■ ＮＨＫホール
土 �：��pm
日 �：��pm PROGRAMC ■ ＮＨＫホール

金 �：��pm
土 �：��pmPROGRAMB ■ サントリーホール

水 �：��pm
木 �：��pm
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２０23-２4シーズンNHK交響楽団定期公演（2023年9月～2024年6月）

第2000回
定期公演

Cプログラムについて

■休憩のない、60～80分程度の公演となります。

■N響メンバーによる「開演前の室内楽」を舞台上で
開催します(1日目：6:45pm～／2日目：1:15pm～)

※出演者、曲目等の変更の場合があります。あらかじめご了承ください。

※料金、発売日等チケットについての詳細は3月末に発表する予定です。


