読響・第10代常任指揮者

セバスティアン・ヴァイグレ

YOMIURI NIPPON
SYMPHONY ORCHESTRA
2019 2020
SEASON PROGRAMS
読売日本交響楽団 2019

2020シーズンプログラム

〈2019年4月4日 ‒ 2020年3月15日〉

読響・首席客演指揮者

山田和樹

読響・名誉指揮者

ユーリ・テミルカーノフ

読響・首席客演指揮者

コルネリウス・マイスター

定期演奏会

サントリーホール
（赤坂）

名曲シリーズ

サントリーホール
（赤坂）

土曜／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

S¥53,100 A¥47,500 B¥41,000 C¥32,400
学生¥15,000 全席種12/8（土）発売

S¥53,100 A¥47,500 B¥41,000 C¥32,400
学生¥15,000 全席種12/8（土）発売

S¥53,100 A¥41,000 B¥34,400 C¥32,400
学生¥15,000 全席種12/8（土）発売

S¥41,400 A¥37,400 B¥32,500 C¥25,600
学生¥12,000 全席種12/8（土）発売

S¥30,000 A¥26,000 B¥23,100 C¥17,200
学生¥7,500 全席種12/15（土）発売

S¥30,000 A¥26,000 B¥23,100 C¥17,200
学生¥7,500 全席種12/15（土）発売

S¥30,000 A¥22,200 B¥19,100 C¥17,200
学生¥7,500 全席種12/15（土）発売

S¥24,000 A¥21,000 B¥18,700 C¥13,700
学生¥6,000 全席種12/15（土）発売

・・・4月〜6月分：2019年1/26（土）発売予定
S¥7,500 A¥6,500 B¥5,500 C¥4,000
S¥9,500 A¥7,500 B¥6,000 C¥4,500

・・・4月〜6月分：2019年1/26（土）発売予定
S¥7,500 A¥6,500 B¥5,500 C¥4,000
S¥9,500 A¥7,500 B¥6,000 C¥4,500

・・・4月〜5月分：2019年1/26（土）発売予定
S¥7,500 A¥5,500 B¥4,500 C¥4,000
S¥9,500 A¥7,500 B¥6,000 C¥4,500

・・・5月〜6月分：2019年1/26（土）発売予定
S¥7,500 A¥6,500 B¥5,500 C¥4,000

指揮=コルネリウス・マイスター
チェロ= 上野通明

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
チェロ=ユリア・ハーゲン

指揮= オラリー・エルツ
ヴァイオリン=ヴィルデ・フラング

東京芸術劇場コンサートホール
（池袋）

トゥール：共同委嘱作品（アジア初演）
ストラヴィンスキー：ヴァイオリン協奏曲
武満徹：星・島 シベリウス：交響曲第5番

プロコフィエフ：交響曲第1番
「古典」
カサド：チェロ協奏曲
ムソルグスキー（ラヴェル編）
：組曲
「展覧会の絵」

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
ピアノ= 岡田奏

ヘンツェ：7つのボレロ
ブルックナー：交響曲第9番

ロルツィング：歌劇
「ロシア皇帝と船大工」序曲
モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番
ブラームス：交響曲第4番

指揮= 山田和樹
ソプラノ=アルビナ・シャギムラトヴァ

指揮= 小林研一郎（読響・特別客演指揮者）
クラリネット=アンドレアス・オッテンザマー

伊福部昭：SF交響ファンタジー第1番
グリエール：コロラトゥーラ・ソプラノのための協奏曲
カリンニコフ：交響曲第1番

指揮= ヘンリク・ナナシ
ピアノ=リュカ・ドゥバルグ

ウェーバー：歌劇
「魔弾の射手」序曲
ウェーバー：クラリネット協奏曲第1番
ドヴォルザーク：交響曲第8番

コダーイ：ガランタ舞曲
サン=サーンス：ピアノ協奏曲第5番
「エジプト風」
バルトーク：管弦楽のための協奏曲

指揮=ブラムウェル・トーヴェイ
ピアノ=リュカ・ドゥバルグ
女声合唱= 昭和音楽大学

指揮= 尾高忠明（読響・名誉客演指揮者）
ヴァイオリン=アナ・マリア・ヴァルデラーマ

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番
ホルスト：組曲
「惑星」

メンデルスゾーン：序曲
「フィンガルの洞窟」
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
チャイコフスキー：交響曲第6番
「悲愴」

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
チェロ=アルバン・ゲルハルト

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
ピアノ= ルドルフ・ブッフビンダー

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
ピアノ= ルドルフ・ブッフビンダー

指揮=ユーリ・テミルカーノフ
バス=ピョートル・ミグノフ
男声合唱= 新国立劇場合唱団（合唱指揮=冨平恭平）

指揮 = ユーリ・テミルカーノフ
ヴァイオリン=エマニュエル・チェクナヴォリアン

指揮=ユーリ・テミルカーノフ
ヴァイオリン=セルゲ・ハチャトゥリアン

プフィッツナー：チェロ協奏曲 イ短調（遺作）
ハンス・ロット：交響曲

ハイドン：交響曲第94番
「驚愕」
ショスタコーヴィチ：交響曲第13番
「バビ・ヤール」
指揮=トマーシュ・ネトピル
チェロ=ジャン=ギアン・ケラス

モーツァルト：歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲
リゲティ：チェロ協奏曲
スーク：アスラエル交響曲
指揮= 下野竜也

サクソフォン= 上野耕平

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番
マーラー：交響曲第5番

シベリウス：ヴァイオリン協奏曲
チャイコフスキー：交響曲第5番

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
ブラームス：交響曲第2番

指揮=アイヴァー・ボルトン
ソプラノ=サリー・マシューズ メゾ・ソプラノ= 池田香織
テノール= 小堀勇介 バリトン=トーマス・オリーマンス
合唱= 新国立劇場合唱団（合唱指揮=三澤洋史）

指揮=トマーシュ・ネトピル
ピアノ=アレクサンドル・タロー

指揮=エリアス・グランディ ヴァイオリン= 前橋汀子

指揮=アイヴァー・ボルトン
ソプラノ=サリー・マシューズ メゾ・ソプラノ= 池田香織
テノール= 小堀勇介 バリトン=トーマス・オリーマンス
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」

ショスタコーヴィチ：エレジー
ジョン・アダムズ：サクソフォン協奏曲
フェルドマン：On Time and the Instrumental Factor
グバイドゥーリナ：ペスト流行時の酒宴

J.シュトラウスⅡ：喜歌劇
「こうもり」序曲
サン=サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ
マスネ：タイスの瞑想曲 サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
モーツァルト：交響曲第35番
「ハフナー」 ラヴェル：ボレロ

指揮=コルネリウス・マイスター
ヴァイオリン=クリスティアン・テツラフ

指揮= 山田和樹
ピアノ=イーヴォ・ポゴレリッチ

ヘフティ：変化（日本初演）
ベルク：ヴァイオリン協奏曲
ブルックナー：交響曲第2番

グリーグ：二つの悲しき旋律
シューマン：ピアノ協奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第7番

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
ピアノ= ルーカス・ゲニューシャス

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
ヴァイオリン=アラベラ・美歩・シュタインバッハー

ヒンデミット：主題と変奏
「4つの気質」
R.シュトラウス：交響詩
「英雄の生涯」

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番
マーラー：交響曲第5番

ヴェルディ：歌劇
「運命の力」序曲
シューマン：ヴァイオリン協奏曲
ブラームス：交響曲第1番

モーツァルト：歌劇
「ドン・ジョヴァンニ」序曲
モーツァルト：交響曲第38番
「プラハ」
プーランク：ピアノ協奏曲 ヤナーチェク：シンフォニエッタ

ベートーヴェン：交響曲第9番
「合唱付き」

指揮= 山田和樹
ヴァイオリン=ネマニャ・ラドゥロヴィチ
マーラー：花の章
ハチャトゥリアン：ヴァイオリン協奏曲
マーラー：交響曲第1番
「巨人」

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
ピアノ= ルーカス・ゲニューシャス

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番
「皇帝」
R.シュトラウス：交響詩
「英雄の生涯」

横浜みなとみらいホール
（横浜）

ワーグナー：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

シューマン：チェロ協奏曲
ベートーヴェン：交響曲第3番
「英雄」
指揮 = 大植英次
ホルン=日橋辰朗（読響・首席）

パウエル：ホルン協奏曲
リムスキー =コルサコフ：

交響組曲「シェエラザード」他

指揮=ブラムウェル・トーヴェイ
ピアノ=リュカ・ドゥバルグ
女声合唱= 昭和音楽大学

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番
ホルスト：組曲
「惑星」
指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
ヴァイオリン= 小林壱成

モーツァルト：歌劇
「魔笛」序曲
チャイコフスキー：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」

指揮 = ユーリ・テミルカーノフ
ヴァイオリン=エマニュエル・チェクナヴォリアン

シベリウス：ヴァイオリン協奏曲
チャイコフスキー：交響曲第5番

指揮= 小林研一郎（読響・特別客演指揮者）
チェロ= 伊藤悠貴

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第9番

「新世界から」

指揮= 山田和樹
ピアノ=イーヴォ・ポゴレリッチ

グリーグ：二つの悲しき旋律
シューマン：ピアノ協奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第7番

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ
ヴァイオリン=アラベラ・美歩・シュタインバッハー

ヴェルディ：歌劇
「運命の力」序曲
シューマン：ヴァイオリン協奏曲
ブラームス：交響曲第1番

大阪定期演奏会

読響アンサンブル・シリーズ

フェスティバルホール
（大阪）

よみうり大手町ホール
（大手町） ※プレ・トークあり

BOX¥21,200 S¥13,600 A¥11,700 B¥9,800
学生 ¥4,500 全席種 2019年2/3（日）発売予定

※日程・内容は決まり次第発表いたします。

・・・7月分：2019年4月発売予定
BOX¥8,500 S¥6,100 A¥5,100 B¥4,100
BOX¥9,500 S¥7,200 A¥6,100 B¥5,100
指揮=ブラムウェル・トーヴェイ
ピアノ=リュカ・ドゥバルグ
女声合唱=調整中

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番
ホルスト：組曲
「惑星」

〈写真クレジット〉
（五十音順）

アイヴァー・ボルトンⒸNancy Horowitz ／アラベラ・美歩・シュタインバッハーⒸPeter Rigaud ／アルバン・
ゲルハルトⒸSim Canetty-ClarkeHyperion Records ／アルビナ・シャギムラトヴァⒸPavel Vaan /Leonid

指揮=アイヴァー・ボルトン
ソプラノ=サリー・マシューズ メゾ・ソプラノ= 池田香織
テノール= 小堀勇介 バリトン=トーマス・オリーマンス
合唱= 新国立劇場合唱団（合唱指揮=三澤洋史）

Semenyuk ／ アレクサンドル・タロ ーⒸMarco Borggreve ／ アンドレアス・オッテンザ マーⒸKatja

Ruge/Decca ／伊藤悠貴ⒸCharlotte Fielding ／ヴィルデ・フラングⒸMarco Borggreve ／上野通明Ⓒ
Darek Golik ／エマニュエル・チェクナヴォリアンⒸUWE ARENS ／エリアス・グランディⒸFelix Broede ／
大 植 英 次Ⓒ飯 島 隆 ／ 岡田 奏ⒸKazashito Nakamura ／ 尾 高 忠 明Ⓒ読 響 ／オラリー・エルツⒸMarco

ベートーヴェン：交響曲第9番
「合唱付き」

Borggreve ／キム・ボムソリⒸJaeyoung Heo ／クリスティアン・テツラフⒸGiorgia Bertazzi ／小林壱成Ⓒ

Shigeto Imura ／小林研一郎Ⓒ読響／コルネリウス・マイスターⒸ読響／下野竜也Ⓒ読響／ジャン=ギアン・

指揮= 山田和樹
ヴァイオリン=ネマニャ・ラドゥロヴィチ

ケラスⒸMarco Borggreve ／鈴木優人ⒸMarco Borggreve ／セバスティアン・ヴァイグレⒸ読響／トマー
シュ・ネトピルⒸMarco Borggreve ／日橋辰朗Ⓒ読響／ネマニャ・ラドゥロヴィチⒸCharlotte Abramow

／ブラムウェル・トーヴェイⒸDavidCooper ／ヘンリク・ナナシⒸGunnar Geller ／前橋汀子Ⓒ篠山紀信／

マーラー：花の章
ハチャトゥリアン：ヴァイオリン協奏曲
マーラー：交響曲第1番
「巨人」

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

山田和樹Ⓒ読響／ユーリ・テミルカーノフⒸ読響／ユリア・ハーゲンⒸNedaNavaee ／リュカ・ドゥバルグⒸ
Felix Broede-SONY Music Entertainment ／ルーカス・ゲニューシャスⒸMikhail Krutman ／ルドルフ・
ブッフビンダーⒸMarco Borggreve ／レミ・ジュニエⒸJean-Baptiste Millot

読響チケットWEB http://yomikyo.pia.jp/

＊座席選択可／チケット郵送料無料

■7月以降の1回券の発売日は決まり次第発表いたします。 ■料金は消費税（8%）
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。
■都合により、出演者等が一部変更される場合もございます。あらかじめご了承ください。

たいへんお得な「会員券」
をご利用ください！
●
●
●
●
●
●

※1
1回券より断然お得な料金設定。学生会員券（25歳以下）
も発売します。

他では手に入らない特製チケットホルダー＆特製CDをプレゼント。

まるで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。
次期シーズンの会員券を優先的にお買い求めいただけます。

主催公演のチケット
（1回券）
を、優先的に定価の10%OFFでお求めいただけます。

※2
ご都合にあわせて他の主催公演への
「振り替え」
もOKです。

※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・2019年4月1日時点／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。

読売日本交響楽団 2019/2020シーズン「会員券」発売日
年間会員券（5シリーズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12/8（土）発売

上期会員券（5シリーズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12/15（土）発売

大阪定期会員券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2019年2/3（日）発売予定
読響アンサンブル・シリーズ 年間会員券・・・・・・・・ 未定

〈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
〈協力〉横浜みなとみらいホール
（横浜公演）

公益財団法人

読売日本交響楽団

〒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6階

https://yomikyo.or.jp/

