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読売日本交響楽団 2017‒18シーズンプログラム
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読響・常任指揮者

シルヴァン・カンブルラン

© 読響
©Berthold Fabricius

©Gregor Hohenberg Sony Classical

©Dario Acosta Deutsche Grammophon
指揮

© 読響

ハープ

シモーネ・ヤング

グザヴィエ・ドゥ・
メストレ

©Yuji Hori

©Christine Schneider

ピアノ

ダニール・
トリフォノフ

読響・首席客演指揮者（2017年4月〜）

読響・名誉客演指揮者

尾高忠明

©Andreas Malkmus ／ ECM Records

コルネリウス・
マイスター
ヴァイオリン

三浦文彰

©Peter Rigaud

© 読響

読響・特別客演指揮者

小林研一郎

ピアノ

ユリアンナ・
アヴデーエワ
© 読響

読響・桂冠名誉指揮者

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ

ヴァイオリン

アラベラ・美歩・
シュタインバッハー

©Detlev Schneider

©Fabrice DellʼAnese

ヴァイオリン

ギドン・クレーメル

© 読響

©Marco Borggreve

ヴァイオリン

イザベル・ファウスト

指揮

ピアノ

ニコライ・ルガンスキー

エマニュエル・
クリヴィヌ
読響・名誉指揮者

ユーリ・テミルカーノフ

定期演奏会

名曲シリーズ

土曜マチネーシリーズ
日曜マチネーシリーズ

みなとみらい
ホリデー名曲シリーズ

東京芸術劇場コンサートホール（池袋）※4月〜9月
サントリーホール（赤坂）※11月以降

東京芸術劇場コンサートホール（池袋）※4月〜9月
サントリーホール（赤坂）※11月以降

東京芸術劇場コンサートホール（池袋）

横浜みなとみらいホール（横浜）

年間会員券=10公演 12月3日（土）発売
S ¥54,200 A ¥48,600 B ¥41,400 C ¥34,500 学生 ¥15,700

年間会員券=10公演 12月3日（土）発売
S ¥54,200 A ¥48,600 B ¥41,400 C ¥34,500 学生 ¥15,700

年間会員券=10公演 12月3日（土）発売
S ¥49,800 A ¥39,900 B ¥32,500 C ¥30,300 学生 ¥15,000

年間会員券=8公演 12月3日（土）発売
S ¥40,300 A ¥36,000 B ¥30,800 C ¥24,700 学生 ¥12,000

上期会員券=5公演 12月10日（土）発売
S ¥30,000 A ¥26,000 B ¥23,100 C ¥17,200 学生 ¥7,500

上期会員券=5公演 12月10日（土）発売
S ¥30,000 A ¥26,000 B ¥23,100 C ¥17,200 学生 ¥7,500

上期会員券=5公演 12月10日（土）発売
S ¥30,000 A ¥22,200 B ¥19,100 C ¥17,200 学生 ¥7,500

上期会員券=4公演 12月10日（土）発売
S ¥24,000 A ¥21,000 B ¥18,700 C ¥13,700 学生 ¥6,000

1回券（4〜6月分） 2017年1月28日（土）発売予定
1回券（下記公演以外）S ¥7,500 A ¥6,500 B ¥5,500 C ¥4,000
1回券（11/19公演）S ¥14,000 A ¥12,000 B ¥10,000 C ¥9,000
1回券（12/12公演）S ¥9,500 A ¥7,500 B ¥6,000 C ¥4,500

1回券（4〜6月分） 2017年1月28日（土）発売予定
1回券（下記公演以外）S ¥7,500 A ¥6,500 B ¥5,500 C ¥4,000
1回券（11/26公演）S ¥14,000 A ¥12,000 B ¥10,000 C ¥9,000
1回券（12/20公演）S ¥9,500 A ¥7,500 B ¥6,000 C ¥4,500

1回券（4〜6月分） 2017年1月28日（土）発売予定
1回券（下記公演以外）S ¥7,500 A ¥5,500 B ¥4,500 C ¥4,000
1回券（12/17、12/23公演）S ¥9,500 A ¥7,500 B ¥6,000 C ¥4,500

1回券（4〜6月分） 2017年1月28日（土）発売予定
1回券（下記公演以外）S ¥7,500 A ¥6,500 B ¥5,500 C ¥4,000
1回券（12/24公演）S ¥9,500 A ¥7,500 B ¥6,000 C ¥4,500

第567回

第601回

第196回

4.15

［土］
18：00

第568回

5.19

指揮：シルヴァン・カンブルラン
ユディット：イリス・フェルミリオン（Ms）
青ひげ公：バリント・ザボ（Br）
メシアン：忘れられた捧げもの
ドビュッシー：
「聖セバスティアンの殉教」交響的断章
（演奏会形式）
バルトーク：歌劇「青ひげ公の城」
指揮：スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ
ブルックナー：交響曲第5番

［金］
19：00
第569回

6.24

［土］
18：00
第570回

7.12

［水］
19：00
第571回

9.6

［水］
19：00
第572回

指揮：シモーネ・ヤング
ピアノ：ベフゾド・アブドゥライモフ
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番
R.シュトラウス：アルプス交響曲
指揮：鈴木秀美
ホルン＆トランペット：ダヴィッド・ゲリエ
ハイドン：ホルン協奏曲第1番
ハイドン：トランペット協奏曲
ベートーヴェン：交響曲第7番 他
指揮：ヤツェク・カスプシク
ヴァイオリン：ギドン・クレーメル
ヴァインベルク：ヴァイオリン協奏曲
ショスタコーヴィチ：交響曲第4番

4.21

［金］
19：00
第602回

5.26

［金］
19：00
第603回

6.13

［火］
19：00
第604回

7.7

［金］
19：00

第605回

9.1

［金］
19：00

指揮：サッシャ・ゲッツェル
ピアノ：ユリアンナ・アヴデーエワ
ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」序曲
グリーグ：ピアノ協奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第7番
指揮：尾高忠明
ハープ：グザヴィエ・ドゥ・メストレ
芥川也寸志：弦楽のための三楽章「トリプティーク」
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲（ハープ版）
ブラームス：交響曲第1番
指揮：ダニエル・ブレンドゥルフ
チェロ：宮田大
シベリウス：交響詩「トゥオネラの白鳥」
ショスタコーヴィチ：チェロ協奏曲第1番
リムスキー =コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」
指揮：飯守泰次郎
ピアノ：ネルソン・フレイレ
ブラームス：ピアノ協奏曲第2番
ワーグナー：
「パルジファル」
から第1幕への前奏曲
ワーグナー：
「パルジファル」
から
「聖金曜日の音楽」
ワーグナー：
「ワルキューレの騎行」
ワーグナー：歌劇「タンホイザー」序曲
指揮：ヤツェク・カスプシク
ヴァイオリン：ギドン・クレーメル
チェロ：ギードレ・ディルヴァナウスカイテ
ヴァインベルク：ポーランドのメロディ
フィリップ・グラス：ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲
ムソルグスキー（ラヴェル編）
：組曲「展覧会の絵」

指揮：シルヴァン・カンブルラン
天使：調整中
（S）
、聖フランチェスコ：ヴァンサン・ル・テクシエ
（Br）
、
重い皮膚病を患う人：ペーター・ブロンダー
（T）
、兄弟レオーネ：フィ
［日］
14：00 リップ・スライ
（Br）
、
兄弟マッセオ：エド・ライオン
（T）
、
兄弟エリア：ジャ
指揮：シルヴァン・カンブルラン
第606回
ン＝ノエル・ブリアン
（T）
、兄弟ベルナルド：妻屋秀和
（B）
、兄弟シル
天使：調整中
（S）
、聖フランチェスコ：ヴァンサン・ル・テクシエ
（Br）
、
ヴェストロ：ジョン・ハオ
（B）
、兄弟ルフィーノ：畠山茂
（B）
、合唱：新国
重い皮膚病を患う人：ペーター・ブロンダー
（T）
、兄弟レオーネ：フィ
立劇場合唱団、びわ湖ホール声楽アンサンブル（合唱指揮：冨平恭平）
［日］
14：00 リップ・スライ
（Br）
、
兄弟マッセオ：エド・ライオン
（T）
、
兄弟エリア：ジャ
メシアン：歌劇
「アッシジの聖フランチェスコ」
（演奏会形式）
＊全曲日本初演
ン＝ノエル・ブリアン
（T）
、兄弟ベルナルド：妻屋秀和
（B）
、兄弟シル
ヴェストロ：ジョン・ハオ
（B）
、兄弟ルフィーノ：畠山茂
（B）
、合唱：新国
第573回
指揮：コルネリウス・マイスター
立劇場合唱団、びわ湖ホール声楽アンサンブル（合唱指揮：冨平恭平）
メゾ・ソプラノ：調整中
メシアン：歌劇
「アッシジの聖フランチェスコ」
（演奏会形式）
＊全曲日本初演
女声合唱：新国立劇場合唱団（合唱指揮：三澤洋史）
［火］
19：00 児童合唱：TOKYO FM少年合唱団 他
指揮：エマニュエル・クリヴィヌ
第607回
マーラー：交響曲第3番
独唱：調整中
合唱：新国立劇場合唱団（合唱指揮：三澤洋史）
第574回
指揮：シルヴァン・カンブルラン
［水］
19：00 ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
クラリネット：イェルク・ヴィトマン
指揮：シルヴァン・カンブルラン
ブリテン：歌劇「ピーター・グライムズ」から
「4つの海の間奏曲」 第608回
［土］
18：00 ヴィトマン：クラリネット協奏曲
ヴァイオリン：イザベル・ファウスト
＊日本初演
「エコー＝フラグメンテ」
ブルックナー：交響曲第6番
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
［金］
19：00 バッハ（マーラー版）
：管弦楽組曲から
第575回
指揮：ユーリ・テミルカーノフ
ベートーヴェン：交響曲第5番
「運命」
ピアノ：ニコライ・ルガンスキー
指揮：ユーリ・テミルカーノフ
第609回
チャイコフスキー：幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」
ヴァイオリン：レティシア・モレノ
［金］
19：00 ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲
グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
レスピーギ：交響詩「ローマの噴水」
［火］
19：00 プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第2番
レスピーギ：交響詩「ローマの松」
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界から」
第576回
指揮：ヘンリク・ナナシ
第610回 指揮：小林研一郎
ヴァイオリン：ルノー・カプソン
ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」序曲
モーツァルト（ブゾーニ版）
：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲
ビゼー：
「アルルの女」第2組曲
［金］
19：00 ブゾーニ：ヴァイオリン協奏曲
［火］
19：00 ベルリオーズ：幻想交響曲
R.シュトラウス：交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」

11.19

11.26

12.12

1.13

2.16

3.16

12.20

1.19

2.20

3.20

4.8

4.9

［土］
14：00 ［日］
14：00

指揮：シルヴァン・カンブルラン
ハイドン：交響曲第103番「太鼓連打」
マーラー：交響曲第1番
「巨人」

指揮：スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ
ピアノ：ケイト・リウ
ショパン：ピアノ協奏曲第1番
［土］
14：00 ［日］
14：00 ベートーヴェン：交響曲第3番
「英雄」

第95回

4.23

［日］
14：00

第197回

5.13 5.14
第198回

指揮：シモーネ・ヤング
ヴァイオリン：ネマニャ・ラドゥロヴィチ
ワーグナー：歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
［土］
14：00 ［日］
14：00 ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
ブラームス：交響曲第2番

6.17 6.18
第199回

指揮：小林研一郎
チェロ：遠藤真理
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
［土］
14：00 ［日］
14：00 チャイコフスキー：交響曲第3番
「ポーランド」

7.1

7.2

第200回

指揮：コルネリウス・マイスター
ピアノ：ダニール・トリフォノフ
スッペ：喜歌劇「詩人と農夫」序曲
［土］
14：00 ［日］
14：00 プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第2番
ベートーヴェン：交響曲第6番
「田園」

9.16 9.17
第201回

指揮：ディエゴ・マテウス
ドラムス：ピーター・アースキン
バーンスタイン：
「キャンディード」序曲
［土］
14：00 ［日］
14：00 ターネジ：ドラムス協奏曲「アースキン」
＊日本初演
ガーシュイン：パリのアメリカ人
ラヴェル：ボレロ

12.2 12.3

指揮：エマニュエル・クリヴィヌ
独唱：調整中
合唱：新国立劇場合唱団（合唱指揮：三澤洋史）
［土・祝］
14：00 ［日］
14：00 ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
第202回

12.23 12.17
第203回

第96回

指揮：尾高忠明
ハープ：グザヴィエ・ドゥ・メストレ
芥川也寸志：弦楽のための三楽章「トリプティーク」
［土］
14：00 ロドリーゴ：アランフェス協奏曲（ハープ版）
ブラームス：交響曲第1番

5.27
第97回

6.11

［日］
14：00

1.7

指揮：ユーリ・テミルカーノフ
ピアノ：ニコライ・ルガンスキー
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
［土］
14：00 ［日・祝］
14：00 ラフマニノフ：交響曲第2番
第204回

2.10 2.11
第205回

指揮：謙=デイヴィッド・マズア
ヴァイオリン：アラベラ・美歩・シュタインバッハー
ウェーバー：歌劇「オイリアンテ」序曲
［土］
14：00 ［日］
14：00 メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
シューマン：交響曲第3番
「ライン」

3.10 3.11

指揮：ダニエル・ブレンドゥルフ
チェロ：宮田大
シベリウス：交響詩「トゥオネラの白鳥」
ショスタコーヴィチ：チェロ協奏曲第1番
リムスキー =コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」

第98回

指揮：コルネリウス・マイスター
ピアノ：ダニール・トリフォノフ
スッペ：喜歌劇「詩人と農夫」序曲
［月・祝］
14：00 プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第2番
ベートーヴェン：交響曲第6番
「田園」

9.18
第99回

12.24

［日］
14：00
第100回

1.21

［日］
14：00

指揮：シルヴァン・カンブルラン
ヴァイオリン：三浦文彰
第101回
J.シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」序曲
［土］
14：00 ［日］
14：00 J.シュトラウスⅡ：ワルツ「南国のバラ」
デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」
［月・休］
14：00
オッフェンバック：喜歌劇「天国と地獄」序曲
サン=サーンス：歌劇
「サムソンとデリラ」
から
「バッカナール」
ワックスマン：カルメン幻想曲
第102回
J.シュトラウスⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」 他

1.6

指揮：サッシャ・ゲッツェル
ピアノ：ユリアンナ・アヴデーエワ
ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」序曲
グリーグ：ピアノ協奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第7番

2.12

指揮：エマニュエル・クリヴィヌ
独唱：調整中
合唱：新国立劇場合唱団（合唱指揮：三澤洋史）
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
指揮：シルヴァン・カンブルラン
ヴァイオリン：イザベル・ファウスト
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
バッハ（マーラー版）
：管弦楽組曲から
ベートーヴェン：交響曲第5番
「運命」
指揮：ユーリ・テミルカーノフ
ピアノ：ニコライ・ルガンスキー
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
ラフマニノフ：交響曲第2番

指揮：小林研一郎
ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」序曲
ビゼー：
「アルルの女」第2組曲
［水・祝］
14：00 ベルリオーズ：幻想交響曲

3.21

大阪定期演奏会

パルテノン名曲シリーズ

フェスティバルホール（大阪）

パルテノン多摩 大ホール（多摩センター）

年間会員券＝3公演 2017年1月下旬発売予定
BOX ¥21,200 S ¥13,600 A ¥11,500 B ¥9,300 学生 ¥4,500

セット券（全席指定）＝4回連続券：¥15,300

1回券（6月分） 2017年3月下旬発売予定
1回券（下記公演以外）BOX ¥8,500 S ¥6,100 A ¥5,100 B ¥4,100
1回券（12/21公演）BOX ¥9,500 S ¥7,200 A ¥6,100 B ¥5,100
第17回

6.26

［月］
19：00
第18回

12.21

［木］
19：00
第19回

2月下旬

（調整中）

19：00

指揮：シモーネ・ヤング
ピアノ：ベフゾド・アブドゥライモフ
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番
R.シュトラウス：アルプス交響曲

9.30
第7回

1.20

［土］
15：00
第8回

3.3

［土］
15：00

よみうり大手町ホール（大手町）＊19時から解説あり

6.19

［月］
19：30
第15回

9.19

第16回

12.4

［火］
19：30

第17回

2.6

［火］
19：30

指揮：ハンスイェルク・シェレンベルガー
ピアノ：小山実稚恵
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番
「皇帝」
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界から」
指揮：シルヴァン・カンブルラン
ヴァイオリン：イザベル・ファウスト
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
バッハ（マーラー版）
：管弦楽組曲から
ベートーヴェン：交響曲第5番
「運命」
指揮：小林研一郎
チャイコフスキー：弦楽セレナード
チャイコフスキー：交響曲第5番

042-376-8181

チケットパルテノン

＊10時18時／休館日を除く

プレイガイド： チケットパルテノン、パルテノン多摩オンラインチケット、
読響チケットセンター、読響チケットWEB、チケットぴあ（1回券のみ）

小森谷巧らによる
室内楽

会員券はありません。読響会員の
「振り替え制度」
などの特典はご利用いただけません。
親子ペア券
（大人と小・中・高校生のペア）
の取り扱いは、チケットパルテノンのみ。
こども2人目以降＋¥1,000 ／人
◆ 学生券の取り扱いは、チケットパルテノンのみ
（購入時に学生証の提示が必要です）
。
◆ 9月以降の1回券の発売日は、決まり次第発表いたします。
◆

［月］
19：30
長原幸太らによる
室内楽

指揮：尾高忠明
ハープ：グザヴィエ・ドゥ・メストレ
芥川也寸志：弦楽のための三楽章「トリプティーク」
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲（ハープ版）
ブラームス：交響曲第1番

〈パルテノン名曲シリーズ〉のお申し込み・お問い合わせ

2017年2月発売予定

日下紗矢子リーダー
による室内合奏団

5.28

［土］
15：00

読響アンサンブル・シリーズ

第14回

第5回

第6回

指揮：ユーリ・テミルカーノフ
ヴァイオリン：レティシア・モレノ
グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第2番
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界から」

年間会員券＝4公演
料金未定

5月公演分 2017年3月5日（日）発売予定
1回券（全席指定）
：¥4,800 親子ペア¥5,800 学生¥2,000

［日］
15：00

指揮：エマニュエル・クリヴィヌ
独唱：調整中
合唱：新国立劇場合唱団（合唱指揮：三澤洋史）
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」

12月23日（金・祝）発売

◆

上岡敏之（ピアノ）と
読響木管メンバー
による室内楽

〈主催〉
多摩市文化振興財団、読売日本交響楽団、読売新聞社

12.3（土）発売開始

年間会員券（5シリーズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

読売日本交響楽団
2017-18シーズン
チケット情報

12.10（土）発売開始
1月下旬発売開始
読響アンサンブル・シリーズ 年間会員券・・・・・・・・ 2017年2 月発売予定
上 期会員券（5シリーズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪定期演奏会 年間会員券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2017年

★

1回券より断然お得。学生会員券（25 歳以下）も発売！※1

★ 他では手に入らない特製チケットホルダー＆特製 CDプレゼント

会員券はお得がいっぱい！

★ あなただけの指定席。毎回同じ席でお楽しみいただけます。
★ 優先予約。次期シーズンのお席を優先的にお買い求めいただけます。
★ 会員優待料金。主催公演のチケット（1回券）を、定価の10% 引きでお求めいただけます。

★ ご都合にあわせて「振り替え」もＯＫ※2

※1：学生会員券の座席は A 席の指定のエリアからお選びいただけます。
（要学生証・25 歳以下／各 30 席限定）。
※2：所定のルールによります。
〈読響アンサンブル・シリーズ〉
会員券と〈大阪定期演奏会〉会員券は「振り替え」できません。学生会員券は「振り替え」できません。
〈パルテノン名曲シリーズ〉への「振り替え」はできません。

■7月以降の1回券の発売日は、決まり次第発表致します。 ■料金は消費税を含んでいます。 ■未就学児のご入場は固くお断りいたします。

〈主催〉
読売新聞社、日本テレビ放送網、読売テレビ、読売日本交響楽団 〈事業提携〉
東京芸術劇場
（池袋公演）〈協力〉
横浜みなとみらいホール
（横浜公演）

読響チケットセンター 0570-00-4390
＊10 時−18 時・年中無休／年末年始を除く

公益財団法人

読売日本交響楽団

読響チケットWEB

http://yomikyo.pia.jp/

＊座席を選んでチケットをご購入いただけます
（一部、携帯電話、スマートフォンを除く）
。
＊チケットを郵送で受け取る場合、送料は無料です。

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア５階

http://yomikyo.or.jp/

