表一覧
【表1】 リハーサル見学記録
※リハーサルの日付はリハーサルが行われたすべての日付ではなく、筆者が見学に行った日付のみを記す

東京交響楽団
公演日程

公演名

曲目

公演場所

指揮者

モーツァルト／交響曲第16番 ハ長調 K.128
2014年9月28日

第18回モーツァルト・マチネ

2014年11月2日

第19回モーツァルト・マチネ

2014年12月21日

第九演奏会2014

2014年12月27日

名曲全集 第103回

ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191
交響曲第25番 ト短調 K.183
モーツァルト／交響曲第35番 ニ長調 K.385「ハフナー」
交響曲第36番 ハ長調 K.425「リンツ」
モーツァルト／交響曲 第9番 ハ長調 K.73
ベートーヴェン／交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」
ヴィヴァルディ／「四季」～春＆冬
ベートーヴェン／交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」

ミューザ川崎シンフォニーホール 飯森範親

ミューザ川崎シンフォニーホール 秋山和慶

リハーサル日付

リハーサル時間

2014/9/25

12:00-16:00

リハーサル場所

2014/9/26
2014/9/28
2014/10/30
2014/11/2

12:00-15:00
10:00-10:30 （GP）
12:00-16:00
10:00-10:30 （GP）

ミューザ川崎シンフォニーホール

ミューザ川崎シンフォニーホール

クレアこうのす大ホール

飯森範親

2014/12/18

13:00-16:00

クラシックスペース100

ミューザ川崎シンフォニーホール

秋山和慶

2014/12/26

17:00-20:00

ミューザ川崎シンフォニーホール

2015/3/17

12:00-16:00

2015/3/19

13:00-16:00

2015年3月22日

第20回モーツァルト・マチネ

シュニトケ／ハイドン風モーツァルト
ハイドン／交響曲第86番 ニ長調 Hob.I-86
モーツァルト／交響曲第31番 ニ長調 K.297「パリ」

2015年5月14日

第630回定期演奏会

モーツァルト／交響曲 第31番 ニ長調 K.297「パリ」
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
フランク／交響曲 ニ短調 作品48

ミューザ川崎シンフォニーホール ユベール・スダーン

2015/5/11
2015/5/12
2015/5/13

10:30-16:00
10:30-16:00
10:30-16:00

ミューザ川崎シンフォニーホール

2015年7月20日

モーツァルト作曲「レクイエム」公演

モーツァルト／歌劇「魔笛」 序曲
交響曲 第41番 「ジュピター」
レクイエム

オリンパスホール八王子

飯森範親

2015/7/19

12:00-16:00

オリンパスホール八王子

公演名

曲目

公演場所

指揮者

リハーサル場所

モーツァルト／交響曲 第39番 変ホ長調 K.543
チャイコフスキー／交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

サントリーホール

モーツァルト／交響曲 第40番 ト短調 K.550
チャイコフスキー／交響曲 第5番 ホ短調 作品64

NHKホール

モーツァルト／交響曲 第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」
チャイコフスキー／交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

NHKホール

ベートーヴェン／序曲 「レオノーレ」 第1番 作品138
ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15
ベートーヴェン／交響曲 第７番 イ長調 作品92

NHKホール

リハーサル時間
11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-13:15 (GP)
11:00-16:00
11:00-16:00
11:00-13:15 (GP)
11:00-15:15
11:00-13:15 (GP)
11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-13:15 (GP)
11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-13:15 (GP)
11:00-16:00
11:00-16:00
11:00-16:00
11:00-16:00

ミューザ川崎シンフォニーホール ジョナサン・ノット

ミューザ川崎シンフォニーホール

NHK交響楽団
公演日程

2014年9月10日、11日第1787回 定期公演 Bプログラム

2014年9月19日、20日

2014年9月27日、28日

第1788回 定期公演 Cプログラム

第1789回 定期公演 Aプログラム

2014年10月18日、19日 第1790回 定期公演 Aプログラム

シューベルト／交響曲 第7番 ロ短調 D.759 「未完成」
シューベルト／交響曲 第８番 ハ長調 D.944 「ザ・グレート」

NHKホール

2014年10月29日、30日 第1792回 定期公演 Bプログラム

ショパン／ピアノ協奏曲第1番 作品11
ドヴォルザーク／交響曲第6番 ニ長調作品60

サントリーホール

2014年11月15日、16日 第1793回 定期公演 Aプログラム

ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
ブラームス／交響曲 第1番 ハ短調 作品68

NHKホール

2014年11月21日、22日 第1794回 定期公演 Cプログラム

ロッシーニ／歌劇 「どろぼうかささぎ」 序曲
ベルリオーズ／序曲 「ローマの謝肉祭」 作品9
チャイコフスキー／イタリア奇想曲 作品45
レスピーギ／交響詩 「ローマの松」

NHKホール

2014年10月24日、25日 第1791回 定期公演 Cプログラム

2014年12月5日、7日

第1796回 定期公演 Aプログラム

2014年12月12日、13日 第1797回 定期公演 Cプログラム

リハーサル日付
2014/9/8
ヘルベルト・ブロムシュテット2014/9/9
2014/9/10
2014/9/17
ヘルベルト・ブロムシュテット2014/9/18
2014/9/19
2014/9/24
ヘルベルト・ブロムシュテット
2014/9/27
2014/10/15
2014/10/16
ロジャー・ノリントン
2014/10/17
2014/10/18
2014/10/21
2014/10/22
ロジャー・ノリントン
2014/10/23
2014/10/24
2014/10/27
下野竜也
2014/10/28
2014/11/13
ネヴィル・マリナー
2014/11/14

ドビュッシー／歌劇 「ペレアスとメリザンド」 （演奏会形式）
NHKホール

シャルル・デュトワ

武満徹／弦楽のためのレクイエム（1957）
ベルク／ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のために」
ドヴォルザーク／交響曲第9番 ホ短調 作品95 「新世界から」

シャルル・デュトワ

NHKホール

2014/11/18

11:00-15:15

2014/11/19

11:00-15:15

2014/11/30
2014/12/1
2014/12/9
2014/12/10
2014/12/11

11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-15:15

ネルロ・サンティ

武蔵野音楽大学

ベートーヴェンホール

サントリーホール
洗足学園大学

前田ホール

NHKホール
洗足学園大学 前田ホール
NHKホール
羽田スタジオ
NHKホール
羽田スタジオ
NHKホール
羽田スタジオ
羽田スタジオ

羽田スタジオ

東京音楽大学 100周年記念ホール

洗足学園大学

シルバーマウンテン

2014年12月17日、18日 第1798回 定期公演 Bプログラム

2015年1月10日、11日

第1799回 定期公演 Aプログラム

2015年1月16日、17日

第1800回 定期公演 Cプログラム

2015年1月21日、22日

第1801回 定期公演 Bプログラム

2015年2月7日、8日

第1802回 定期公演 Aプログラム

2015年2月13日、14日
2015年2月18日、19日
21日、22日

ドビュッシー（ラヴェル）／「ピアノのために」から「サラバンド」
ドビュッシー（ラヴェル）／舞曲
ファリャ／交響的印象 「スペインの庭の夜」*
ラヴェル／ピアノ協奏曲 ト長調*
ストラヴィンスキー／バレエ組曲 「火の鳥」 （1919年版）
フォーレ／組曲 「ペレアスとメリザンド」 作品80
プロコフィエフ／ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調作品26
ベートーヴェン／交響曲 第5番 ハ短調 作品67「運命
リムスキー・コルサコフ／交響組曲 「見えない町キーテジの物語」
プロコフィエフ／ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63
ムソルグスキー（ラヴェル）／組曲 「展覧会の絵」
リスト／交響詩 「レ・プレリュード」
ラフマニノフ／パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
カセルラ／交響曲 第3番作品63

サントリーホール

2014/12/15

11:00-16:00

2014/12/16

11:00-16:00

2015/1/8

11:00-15:15

2015/1/9

11:00-15:15

2015/1/14

11:00-15:15

2015/1/15

11:00-15:15

2015/1/19

11:00-16:00

2015/1/20

11:00-16:00

2015/2/4

11:00-15:15

2015/2/5
2015/2/10
2015/2/11
2015/2/12

11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-15:15
11:00-15:15

2015/2/16

11:00-16:00

洗足学園大学 シルバーマウンテン

シャルル・デュトワ

洗足学園大学 シルバーマウンテン

NHKホール

ジャナンドレア・ノセダ

NHKホール

ジャナンドレア・ノセダ

サントリーホール

ジャナンドレア・ノセダ

エルガー／チェロ協奏曲ホ短調作品85
マーラー／交響曲 第１番ニ長調 「巨人」

NHKホール

パーヴォ・ヤルヴィ

第1803回 定期公演 Cプログラム

シベリウス／ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
ショスタコーヴィチ／交響曲 第5番 ニ短調 作品47

NHKホール

パーヴォ・ヤルヴィ

第1804回 定期公演 Bプログラム（18、19日）
2015横浜定期演奏会（21日）
定期演奏会（愛知県芸術劇場シリーズ）（22日）

R.シュトラウス／交響詩「ドン・フアン」作品20
モーツァルト／ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調 K.503
Ｒ．シュトラウス／交響詩 「英雄の生涯

サントリーホール（18、19日）
横浜みなとみらいホール（21日）
愛知県芸術劇場（22日）

ロッシーニ／歌劇「シンデレラ」序曲
メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ドヴォルザーク／交響曲 第8番 ト長調 作品88

東京芸術劇場 コンサートホール（26
日）
佐賀市文化会館 コンサートホール
（28日）
iichikoグランシアタ（1日）
メディキット県民文化センター
下野竜也
アイザックスターンホール（3日）
宝山ホール（4日）
熊本県立劇場 コンサートホール（5
日）
石橋文化ホール（6日）

2015/2/25

11:00-16:00

洗足学園大学 シルバーマウンテン

2015都民芸術フェスティバル参加公演
オーケストラ・シリーズNo.46（26日）
2015年2月26日、28日、
NHK交響楽団演奏会佐賀公演（28日）、
3月1日、3日、4日、
大分公演（1日）、宮崎公演（3日）、
5日、6日
鹿児島公演（4日）、熊本公演（5日）、
久留米公演（6日）

パーヴォ・ヤルヴィ

洗足学園大学 シルバーマウンテン

洗足学園大学 シルバーマウンテン

洗足学園大学 シルバーマウンテン
洗足学園大学 シルバーマウンテン
洗足学園大学 シルバーマウンテン
NHKホール

2015年3月14日、15日

オーチャード定期（14日）
NHK交響楽団 演奏会（15日）

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73「皇帝」
ベートーヴェン／交響曲 第5番 ハ短調 作品67「運命」

Bunkamuraオーチャードホール（14
日）
サンシティホール 大ホール（15日）

広上淳一

2015/3/12

11:00-15:15

東京芸術大学 奏楽堂

東京春祭ワーグナー・シリーズ vol.6
『ニーベルングの指環』第1日

ワーグナー／楽劇「ワルキューレ」（演奏会形式）

東京文化会館 大ホール

マレク・ヤノフスキ

2015/3/23
2015/3/29
2015/3/31
2015/4/2

11:00-16:00
13:00-17:15
13:00-18:00
15:00-21:00 (GP)

洗足学園大学 シルバーマウンテン

2015年4月4日、7日

11:00-16:00

第1805回 定期公演 Aプログラム

ベートーヴェン／交響曲 第6番 ヘ長調作品68「田園」
ワーグナー／楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
～前奏曲、「にわとこの花のかぐわしさ」、第3幕への前奏曲、
「迷いだ、みんな迷いだ」、「従弟たちの踊り」、
「親方たちをさげすんではならぬ」

2015/4/9

2015年4月11日、12日

NHKホール

セバスティアン・ヴァイグレ
2015/4/10

11:00-16:00

2015/4/15

11:00-16:00

2015/4/16

11:00-16:00

2015/4/20
2015/4/21

11:00-16:00
11:00-16:00

2015/4/27

11:00-16:00

2015/4/28

11:00-16:00

2015/5/7

11:00-15:15

2015/5/8

11:00-15:15

2015/5/18

11:00-16:00

昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

2015/6/9

10:00-15:15

高輪練習場

2015/6/10

10:00-15:15

高輪練習場

2015/6/11

10:00-15:15

高輪練習場

2015/6/15

10:00-15:15

高輪練習場

2015/6/16

10:00-15:15

高輪練習場

2015年4月17日、18日

第1806回 定期公演 Cプログラム

ラフマニノフ／ヴォカリーズ
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第2番 ハ短調作品18
リムスキー・コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」作品35

NHKホール

ウラディーミル・フェドセーエフ

2015年4月22日、23日

第1807回 定期公演 Bプログラム

シューマン／ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ブルックナー／交響曲第4番 変ホ長調 「ロマンチック」

サントリーホール

ミヒャエル・ザンデルリング

オーチャード定期

ムソルグスキー（リムスキー・コルサコフ編）／歌劇「ホヴァンシチ
ナ」から 前奏曲「モスクワ川の夜明け」
チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
プロコフィエフ／バレエ組曲「ロメオとジュリエット」から

Bunkamuraオーチャードホール

アルヴォ・ヴォルマー

2015年4月29日

2015年5月9日、10日

第1808回 定期公演 Aプログラム

シベリウス／「クオレマ」作品44 「鶴のいる情景」、「悲しいワルツ」
バルトーク／ヴァイオリン協奏曲第2番
NHKホール
シベリウス／交響曲 第2番ニ長調作品43

ユッカ＝ペッカ・サラステ

エド・デ・ワールト

2015年5月20日、21日

第1810回 定期公演 Bプログラム

シューマン／「マンフレッド」序曲 作品115
メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
ブラームス／交響曲 第2番 ニ長調 作品73

2015年6月12日、13日

第1812回 定期公演 Cプログラム

モーツァルト／交響曲第1番 変ホ長調K.16
モーツァルト／ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 K.412（レヴィン補筆完
成版）
NHKホール
Ｒ．シュトラウス／ホルン協奏曲第1番 変ホ長調 作品11
ラフマニノフ／交響的舞曲作品45

2015年6月17日、18日

第1813回 定期公演 Bプログラム

チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調作品23
ラフマニノフ／交響曲第1番 ニ短調 作品13

サントリーホール

サントリーホール

アンドリス・ポーガ

尾高忠明

東京文化会館 大ホール

昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

NHKホール
練馬文化センター

ダイジョースタジオ

ダイジョースタジオ

2015年7月10日

芸劇＆N響ジャズ～BEBOP BERNSTEIN～

2015年7月17日〜19日

N響「夏」2015（17、18日）
第17回 NHK交響楽団松山定期演奏会（19日）

2015年8月1日、2日

フェスタサマーミューザKAWASAKI 2015
（1日）
夏休み特別公演 N響ほっとコンサート
～オーケストラからの贈りもの～
（2日）

2015年8月21日

アットホーム presents N響 Special Concert

2015年9月11日、12日

第1814回 定期公演 Cプログラム

バーンスタイン／プレリュード、フーガとリフ
デューク・エリントン／ハーレム組曲
バーンスタイン／ディヴェルティメント
東京芸術劇場 コンサートホール
バーンスタイン／バレエ音楽「ファンシー・フリー」
ガーシュウィン／パリのアメリカ人
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 NHKホール（17日）
品102
シンフォニーホール（18日）
ブラームス／交響曲 第1番 ハ短調 作品68
ひめぎんホール（19日）
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」― メイン・テーマ
「シンフォニック！『メリー・ポピンズ』」
「スター・ウォーズ組曲」―「メイン・タイトル」「ダース・ベイダーの
テーマ」「王座の間とエンド・タイトル」
「アナと雪の女王」― Let it go（レット・イット・ゴー）
「レ・ミゼラブル」― I dreamed a dream（アイ・ドリームド・ア・ドリー
ム）
「タイタニック」― My heart will go on（マイ・ハート・ウィル・ゴー・オ
ン）
「ゴッドファーザー3」― マスカーニ／歌劇「カヴァレリア・ルスティ
カーナ」間奏曲
「ダイ・ハード2」― シベリウス／交響詩「フィンランディア」
ベートーヴェン／「エグモント」序曲
ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
交響曲 第5番 ハ短調 作品67「運命」
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
ドヴォルザーク／交響曲 第8番 ト長調 作品88

ジョン・アクセルロッド

2015/7/8

10:00-15:15

高輪練習場

マイケル・フランシス

2015/7/16

10:00-15:15

高輪練習場

ミューザ川崎シンフォニーホール
（1日）
NHKホール
（2日）

山下一史

2015/7/30

10:00-15:15

高輪練習場

サントリーホール

ヨーン・ストルゴーズ

2015/8/19

10:00-15:15

高輪練習場

NHKホール

広上淳一

2015/9/9

10:00-15:15

高輪練習場

2015/9/14
2015/9/15

10:00-15:15
10:00-15:15

高輪練習場
高輪練習場

2015/9/30

10:00-15:15

高輪練習場

2015/10/1

10:00-15:15

高輪練習場

2015/10/11

10:00-15:15

高輪練習場

2015/10/12

10:00-15:15

高輪練習場

2015年9月16日、17日

第1815回 定期公演 Bプログラム

ベートーヴェン／交響曲 第1番 ハ長調 作品21
ベートーヴェン／交響曲 第3番 変ホ長調 作品55「英雄」

2015年10月3日、4日

第1817回 定期公演 Aプログラム
～パーヴォ・ヤルヴィ首席指揮者就任記念～

マーラー／交響曲 第2番 ハ短調「復活」

NHKホール

パーヴォ・ヤルヴィ

2015年10月14日、15日

第1818回 定期公演 Bプログラム
～パーヴォ・ヤルヴィ首席指揮者就任記念～

R.シュトラウス／交響詩「ドン・キホーテ」作品35
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
歌劇「ばらの騎士」組曲

サントリーホール

パーヴォ・ヤルヴィ

2015年10月24日

第1819回 定期公演 Cプログラム
～パーヴォ・ヤルヴィ首席指揮者就任記念～

NHKホール

パーヴォ・ヤルヴィ

2015/10/20

10:00-15:15

高輪練習場

NHKホール

ウラディーミル・フェドセーエフ

2015/11/17

10:00-15:15

高輪練習場

サントリーホール

ネヴィル・マリナー

2015/11/24

10:00-15:15

高輪練習場

NHKホール

シャルル・デュトワ

2015/12/10

10:00-15:15

高輪練習場

サントリーホール

シャルル・デュトワ

2015/12/14

10:00-15:15

高輪練習場

2015/12/15

10:00-15:15

高輪練習場

2015/12/20

10:00-15:15

高輪練習場

2015/12/21

10:00-15:15

高輪練習場

2016/1/18

10:00-15:15
高輪練習場
（大雪で11:00開始に変更）

2016/1/19

10:00-15:15

高輪練習場

2015年11月20日、21日 第1821回 定期公演 Cプログラム

2015年11月25日、26日 第1822回 定期公演 Bプログラム
2015年12月4日、6日

第1823回 定期公演 Aプログラム

2015年12月16日、17日 第1825回 定期公演 Bプログラム

2015年12月22日
、23日、25日、26日
2016年1月20日、21日

2016年2月17日、18日

2016年3月22日

トゥール／アディトゥス（2000╱2002）
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
バルトーク／管弦楽のための協奏曲
ショパン／ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
グラズノフ／バレエ音楽「四季」作品67 ―「秋」
ハチャトゥリヤン／バレエ組曲「ガイーヌ」―「剣の舞」「ばらの少女
たちの踊り」「子守歌」「レズギンカ舞曲」
チャイコフスキー／序曲「1812年」作品49
モーツァルト／ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491
ブラームス／交響曲 第4番 ホ短調 作品98
R.シュトラウス／楽劇「サロメ」（演奏会形式）
コダーイ／ガランタ舞曲
バルトーク／組曲「中国の不思議な役人」
サン・サーンス／交響曲 第3番 ハ短調 作品78

サントリーホール

ヘルベルト・ブロムシュテット

ベートーヴェン｢第9｣演奏会

ベートーヴェン／交響曲 第9番 ニ短調 作品125「合唱つき」

NHKホール

パーヴォ・ヤルヴィ

第1828回 定期公演 Bプログラム

グリンカ／歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
チャイコフスキー／バレエ音楽「白鳥の湖」作品20（抜粋）

サントリーホール

第1831回 定期公演 Bプログラム

R.シュトラウス／変容
シューマン／ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
R.シュトラウス／交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」 作品30

サントリーホール

パーヴォ・ヤルヴィ

2016/2/16

10:00-15:15

高輪練習場

N響CLASSICS×POPS with SPECIAL ARTISTS

モーツァルト／歌劇「フィガロの結婚」序曲
チャイコフスキー／「くるみ割り人形」から「花のワルツ」
ベートーヴェン／交響曲 第５番「運命」第１楽章
エルガー／行進曲「威風堂々」第１番
ヨハン・シュトラウス１世／ラデツキー行進曲
ワーグナー／ワルキューレの騎行
AKB48／365日の紙飛行機
ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ メインタイトル
大河ドラマ「真田丸」メインテーマ
初音ミク／ハジメテノオト
椎名林檎／ｌａ ｓａｌｌｅ ｄｅ ｂａｉｎ

NHKホール

渡邊一正

2016/3/21

10:00-15:15

高輪練習場

トゥガン・ソヒエフ

