第10代常任指揮者

セバスティアン・ヴァイグレ

首席客演指揮者

山田和樹

指揮者／クリエイティヴ・パートナー

鈴木優人

読 売日本 交 響 楽 団
2020 / 2021シーズンプログラム

〈2020 年 4月8日‒ 2021年 3月14日〉

YOMIURI
NIPPON
SYMPHONY
ORCHESTRA
2020 /2021
SEASON
PROGRAMS

定期演奏会

名 曲シリーズ

土 曜・日曜マチネーシリーズ

サントリーホール
（赤坂）

サントリーホール
（赤坂）

東京芸術劇場コンサートホール
（池袋）

みなとみらいホリデー名曲シリーズ
横浜みなとみらいホール
（横浜）

年間会員券（10公演） 12月7日（土）発売
S¥54,700 A ¥48,900 B ¥42,400 C ¥33,200 学生 ¥15,000

年間会員券（10公演） 12月7日（土）発売
S ¥56,100 A ¥49,600 B ¥42,800 C ¥33,600 学生 ¥15,000

年間会員券（10公演） 12月7日（土）発売
S¥54,700 A¥42,300 B¥35,600 C¥33,200 学生 ¥15,000

年間会員券（6公演） 12月7日（土）発売
S¥33,400 A¥29,600 B¥25,600 C¥20,100 学生 ¥9,000

上期会員券（5公演） 12月14日（土）発売
S¥32,100 A ¥27,500 B ¥24,200 C ¥18,300 学生 ¥7,500

上期会員券（5公演） 12月14日（土）発売
S ¥32,100 A ¥27,500 B ¥24,200 C ¥18,300 学生 ¥7,500

上期会員券（5公演） 12月14日（土）発売
S¥30,400 A¥23,000 B¥19,800 C¥17,800 学生 ¥7,500

上期会員券（3公演） 12月14日（土）発売
S¥18,200 A¥16,000 B¥14,300 C¥10,700 学生 ¥4,500

1回券（4月〜6月）2020年1月26日（日）発売予定
1回券（下記以外） S ¥7,600 A ¥6,600 B ¥5,600 C ¥4,100
1回券（7/14公演）S ¥9,700 A ¥7,600 B ¥6,100 C ¥4,600

1回券（4月〜6月）2020年1月26日（日）発売予定
1回券（下記以外）
S ¥7,600 A ¥6,600 B ¥5,600 C¥4,100
1回券（7/16、12/18公演）S ¥9,700 A ¥7,600 B ¥6,100 C¥4,600

1回券（4月〜6月）2020年1月26日（日）発売予定
1回券（下記以外）
S¥7,600 A¥5,600 B¥4,600 C¥4,100
1回券（12/19、12/20公演）S¥9,700 A¥7,600 B¥6,100 C¥4,600

1回券（4月〜6月）2020年1月26日（日）発売予定
1回券（下記以外） S¥7,600 A¥6,600 B¥5,600 C¥4,100
1回券（12/26公演）S¥9,700 A¥7,600 B¥6,100 C¥4,600

No. 598

5.13

水 19:00

No. 599

6.9

火 19:00

No. 600

7.14

火 19:00

バーバー：ヴァイオリン協奏曲
ブルックナー：交響曲第3番

No. 631

4.28
火 19:00

指揮= 鈴木優人（指揮者／クリエイティヴ・パートナー）
トランペット=マティアス・ヘフス

No. 632

5.19

シューベルト：交響曲第4番
「悲劇的」
ベーメ：トランペット協奏曲
ベリオ：レンダリング

火 19:00

指揮=シルヴァン・カンブルラン（桂冠指揮者）

No. 633

6.19

ドビュッシー：遊戯
細川俊夫：冥想−3月11日の津波の犠牲者に捧げる−
（管弦楽のための
「映像」
から）
ドビュッシー：イベリア
ヴァレーズ：アルカナ

金 19:00

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）

No. 634

7.16

ソプラノ=ジェニファー・ホロウェイ テノール=ペーター・
ザイフェルト バス=ファルク・シュトルックマン

木 19:00

ワーグナー：歌劇
「リエンツィ」序曲
ワーグナー：ジークフリート牧歌

ワーグナー：楽劇
「ワルキューレ」
第１幕（演奏会形式）

10.16
金 19:00

No. 603

11.19
木 19:00

No. 604

12.9
水 19:00

No. 605

2021

1.19

火 19:00

No. 606
2021

3.4

木 19:00

No. 635

9.2

グレース・ウィリアムズ：海のスケッチ
バルトーク：ピアノ協奏曲第3番
ウォルトン：交響曲第1番
指揮=フランソワ=グザヴィエ・ロト
ヴァイオリン= 佐藤俊介

モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第3番
マーラー：交響曲第7番
「夜の歌」
指揮=アレホ・ペレス
チェロ=イサン・エンダース

メシアン：忘れられた捧げもの
エトヴェシュ：チェロ合奏協奏曲（日本初演）
ショスタコーヴィチ：交響曲第12番
「1917年」
指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）
ピアノ= キット・アームストロング
モーツァルト：ピアノ協奏曲第25番
ブルックナー：交響曲第6番

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）
ヴァイオリン=トーマス・ツェートマイアー

R.シュトラウス：交響詩
「マクベス」
ハルトマン：葬送協奏曲
ヒンデミット：交響曲
「画家マティス」
指揮= 山田和樹（首席客演指揮者）
ヴィオラ= 鈴木康浩（読響ソロ・ヴィオラ）

ウェーベルン：パッサカリア
別宮貞雄：ヴィオラ協奏曲
グラズノフ：交響曲第5番

水 19:00

No. 636

11.24
火 19:00

No. 637

12.18
金 19:00

指揮= ベン・グラスバーグ
ピアノ= ペーター・レーゼル

フンパーディンク：歌劇
「ヘンゼルとグレーテル」
序曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第1番
シベリウス：交響曲第2番
指揮=シルヴァン・カンブルラン（桂冠指揮者）
ヴァイオリン= 三浦文彰

メシアン：キリストの昇天
コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲
ムソルグスキー（ラヴェル編）
：組曲
「展覧会の絵」

No. 226

土 14:00

日 14:00

No. 227

No. 227

4.25 4.26
5.23 5.24
土 14:00

日 14:00

No. 228

No. 228

土 14:00

日 14:00

6.13 6.14

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）

ソプラノ=ジェニファー・ホロウェイ テノール=ペーター・
ザイフェルト バス=ファルク・シュトルックマン
ワーグナー：歌劇
「リエンツィ」序曲
ワーグナー：ジークフリート牧歌

指揮=アジス・ショハキモフ
チェロ= 宮田大

リムスキー =コルサコフ：スペイン奇想曲
カバレフスキー：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=アレホ・ペレス
ギター= 村治佳織

ベートーヴェン：序曲
「レオノーレ」第3番
ロドリーゴ：ある貴紳のための幻想曲
ベルリオーズ：幻想交響曲
指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）

ソプラノ= 森谷真理
メゾ・ソプラノ=ターニャ=アリアーネ・バウムガルトナー
テノール=調整中 バリトン= 大沼徹
合唱= 新国立劇場合唱団（合唱指揮=冨平恭平）

1.14

木 19:00

No. 639

2.25

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）
ピアノ= 藤田真央

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番
チャイコフスキー：交響曲第4番

No. 229

No. 229

土 14:00

日 14:00

No. 230

No. 230

土 14:00

日 14:00

No. 231

No. 231

土 14:00

日 14:00

7.4 7.5

9.12 9.13

10.2410.25
No. 232

No. 232

土 14:00

日 14:00

No. 233

No. 233

土 14:00

日 14:00

11.2811.29

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
ブラームス：交響曲第2番
他

No. 640

指揮= 山田和樹（首席客演指揮者）

3.9

火 19:00

12.1912.20

リスト：交響詩
「前奏曲」
R.シュトラウス：交響詩
「死と変容」
ニールセン：交響曲第4番
「不滅」

サン=サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番
ベートーヴェン：交響曲第3番
「英雄」

No. 119

4.29

水・祝 14:00

指揮= ベン・グラスバーグ

ハープ=グザヴィエ・ドゥ・メストレ

No. 120

6.21

モーツァルト：歌劇
「ドン・ジョヴァンニ」序曲
ボワエルデュー：ハープ協奏曲
モーツァルト：交響曲第31番
「パリ」

日 14:00

指揮=シルヴァン・カンブルラン（桂冠指揮者）

ピアノ=マリアム・バタシヴィリ

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
プロコフィエフ：バレエ音楽

「ロミオとジュリエット」
から
ラヴェル：バレエ音楽
「ダフニスとクロエ」
第2組曲

No. 234

No. 234

1.9 1.10

土 14:00

日 14:00

No. 235

No. 235

土 14:00

日 14:00

3.13 3.14

No. 121

8.30
日 14:00

指揮=アニヤ・ビールマイアー
ピアノ= 反田恭平

リリ・ブーランジェ：春の朝に
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第2番
チャイコフスキー：交響曲第5番
指揮= 鈴木優人（指揮者／クリエイティヴ・パートナー）
ヴァイオリン=ロザンネ・フィリッペンス
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲
ベートーヴェン：交響曲第6番
「田園」

指揮=フランソワ=グザヴィエ・ロト
ピアノ= 河村尚子

ハイドン：交響曲第59番
「火事」
ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲
ストラヴィンスキー：バレエ音楽
「春の祭典」
指揮= 井上道義
チェロ=ユリアン・シュテッケル

No. 122

10.10
土 14:00

No. 123

11.23

月・祝 14:00

No. 124

12.26
土 14:00

ハイドン：チェロ協奏曲第1番
ブルックナー：交響曲第7番

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）

ソプラノ= 森谷真理
メゾ・ソプラノ=ターニャ=アリアーネ・バウムガルトナー
テノール=調整中 バリトン= 大沼徹
合唱= 新国立劇場合唱団（合唱指揮=冨平恭平）

ベートーヴェン：交響曲第9番
「合唱付き」

指揮= ケレム・ハサン
ヴァイオリン=マルク・ブシュコフ

木 19:00

指揮= 小林研一郎（特別客演指揮者）
ヴァイオリン= 福田廉之介

ラヴェル：ボレロ

ベートーヴェン：交響曲第9番
「合唱付き」

No. 638

2021

No. 602

指揮= 尾高忠明（名誉客演指揮者）
ピアノ=アンナ・ヴィニツカヤ

2021

9.8

火 19:00

ベートーヴェン：
「エグモント」
序曲
ベートーヴェン：三重協奏曲
ベートーヴェン：交響曲第7番

No. 226

ワーグナー：楽劇
「ワルキューレ」
第１幕（演奏会形式）

2021

No. 601

指揮= 小林研一郎（特別客演指揮者）

ヴァイオリン= 成田達輝
チェロ= 遠藤真理（読響ソロ・チェロ） ピアノ= 小林亜矢乃

2021

4.8

水 19:00

指揮=マリオ・ヴェンツァーゴ
ヴァイオリン=シモーネ・ラムスマ

2021

No. 597

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）
ヴァイオリン= 金川真弓

R.シュトラウス：交響詩
「ドン・ファン」
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
ドヴォルザーク：交響曲第9番
「新世界から」
指揮= 山田和樹（首席客演指揮者）

ピアノ= ホルヘ・ルイス・プラッツ

コープランド：エル・サロン・メヒコ
ガーシュイン：ピアノ協奏曲
ヴィラ=ロボス：ブラジル風バッハ第9番
レスピーギ：交響詩
「ローマの松」

指揮= 小林研一郎（特別客演指揮者）

ヴァイオリン= 成田達輝
チェロ= 遠藤真理（読響ソロ・チェロ）
ピアノ= 小林亜矢乃

ベートーヴェン：
「エグモント」序曲
ベートーヴェン：三重協奏曲
ベートーヴェン：交響曲第7番

指揮=シルヴァン・カンブルラン（桂冠指揮者）
ヴァイオリン= 三浦文彰

メシアン：キリストの昇天
コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲
ムソルグスキー
（ラヴェル編）
：組曲
「展覧会の絵」
指揮=アジス・ショハキモフ
クラリネット=セバスティアン・マンツ

フェリト・テュジュン：トルコ風奇想曲
モーツァルト：クラリネット協奏曲
チャイコフスキー：交響曲第6番
「悲愴」
指揮=カーチュン・ウォン
ピアノ= 仲道郁代

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8番

指揮=アレホ・ペレス
ギター = 村治佳織

ベートーヴェン：序曲
「レオノーレ」
第3番
ロドリーゴ：ある貴紳のための幻想曲
ベルリオーズ：幻想交響曲
指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）

ソプラノ= 森谷真理

メゾ・ソプラノ=ターニャ =
アリアーネ・バウムガルトナー
テノール=調整中 バリトン= 大沼徹
合唱= 新国立劇場合唱団（合唱指揮=冨平恭平）

ベートーヴェン：交響曲第9番
「合唱付き」

横浜みなとみらいホールの休館
（2021年1月から2022年10月まで）
に伴い、
2020年度は全6回の開催になります。なお、2021年度の同シリーズについては
決定し次第、お知らせします。

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

年間会員券（3公演） 2020年1月25日（土）発売予定
BOX¥21,700 S ¥14,800 A ¥12,800 B ¥10,700 学生 ¥4,500
1回券（6月分） 2020年3月下旬発売予定
1回券（下記以外） BOX ¥8,700 S ¥6,200 A ¥5,200 B ¥4,200
1回券（12/23公演）BOX ¥9,700 S ¥7,300 A ¥6,200 B ¥5,200
No. 26

6.22
月 19:00

No. 27

10.21
水 19:00

No. 28

12.23
水 19:00

※日程・内容は決まり次第発表いたします。

指揮=シルヴァン・カンブルラン（桂冠指揮者）
ヴァイオリン= 三浦文彰

メシアン：キリストの昇天
コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲
ムソルグスキー（ラヴェル編）
：組曲
「展覧会の絵」
指揮=フランソワ=グザヴィエ・ロト
ピアノ= 河村尚子

〈写真クレジット〉
（五十音順）

アジス・ショハキモフⒸMischa Blank, 読響／アニヤ・ビールマイアーⒸNikolaj Lund ／アレホ・ペレスⒸ
Filip Van Roe, Karim Khawatmi ／アンナ・ヴィニツカヤⒸMarco Borggreve ／イサン・エンダースⒸ

Studio BOB ／井上道義Ⓒ高木ゆりこ／遠藤真理ⒸYuji Hori ／尾高忠明ⒸMartin Richardson ／カー

チュン・ウォンⒸHisao Suzuki ／金川真弓ⒸFrancisca Blaauboer ／河村尚子ⒸMarco Borggreve

ハイドン：交響曲第59番
「火事」
ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲
ストラヴィンスキー：バレエ音楽
「春の祭典」
指揮=セバスティアン・ヴァイグレ（常任指揮者）

ソプラノ= 森谷真理
メゾ・ソプラノ=ターニャ=アリアーネ・バウムガルトナー
テノール=調整中 バリトン= 大沼徹
合唱= 新国立劇場合唱団（合唱指揮=冨平恭平）

ベートーヴェン：交響曲第9番
「合唱付き」

／キット・アームストロングⒸJF Mousseau ／グザヴィエ・ドゥ・メストレⒸGregor Hohenberg/Sony
Classical International ／ケレム・ハサンⒸMarco Borggreve ／小林亜矢乃ⒸHiromi Uchida ／小林
研一郎Ⓒ読響／佐藤俊介ⒸMarco Borggreve ／ジェニファー・ホロウェイⒸArielle Doneson ／シモー

ネ・ラムスマⒸJuan Carlos Villarroel ／シルヴァン・カンブルランⒸ読響／鈴木優人Ⓒ読響／鈴木康浩
Ⓒ読響／セバスティアン・ヴァイグレⒸ読響／セバスティアン・マンツⒸMarco Borggreve ／トーマス・

ツェートマイアーⒸKeith Pattison ／仲道郁代ⒸKiyotaka Saito ／成田達輝ⒸMarco Borggreve ／

藤田真央ⒸEIICHI IKEDA ／フランソワ＝グザヴィエ・ロトⒸMarco Borggreve ／ペーター・ザイフェル

トⒸWilfried Hösl ／ ベン・グラスバー グⒸGerard Collet ／ ホル ヘ・ルイス・プラッツⒸJan Willem
Kaldenbach ／マリアム・バタシヴィリⒸAttila Kleb ／マリオ・ヴェンツァーゴⒸAlberto Venzago ／マ
ルク・ブ シュコフⒸNikolaj Lund ／ 三 浦 文 彰ⒸYuji Hori ／ 宮 田 大ⒸYukio Kojima ／ 村 治 佳 織Ⓒ

Ayako Yamamoto ／山田和樹Ⓒ読響／ユリアン・シュテッケルⒸMarco Borggreve ／ロザンネ・フィ
リッペンスⒸMarco Borgreve

読売日本交響楽団 2020/2021シーズンチケット情報
年間会員券（5シリーズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12/7
（土）発売

上期会員券（5シリーズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12/14
（土）発売

大阪定期会員券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2020年1/25（土）発売予定

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。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%引き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・
2020年4月2日現在／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。

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
（10%）
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。
■
■

〈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］

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

読響チケットWEB http://yomikyo.pia.jp/

＊座席選択可／チケット郵送料無料

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/

