指揮者／クリエイティヴ・パートナー
鈴木優人

首席客演指揮者 山田和樹

ヴァイオリン 諏訪内晶子

ピアノ 反田恭平

指揮 アンナ・ラキティナ

ヴァイオリン ヴィクトリア・ムローヴァ

名誉客演指揮者 尾高忠明

ピアノ イーヴォ・ポゴレリッチ

ピアノ 辻井伸行

指揮 ユライ・ヴァルチュハ

読売日本交響楽団
メゾ・ソプラノ アンナ・ルチア・リヒター

2022 /2023

トランペット セリーナ・オット

シーズンプログラム
〈2022.4.23‒2023.3.17〉
指揮 トマーシュ・ネトピル

特別客演指揮者 小林研一郎

常任指揮者
セバスティアン・ヴァイグレ

桂冠指揮者 シルヴァン・カンブルラン

定期演奏会

名曲シリーズ

土曜／日曜マチネーシリーズ

川崎マチネーシリーズ

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）

ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎）

年間会員券
（10公演）
S¥54,700 ／ A¥48,900 ／ B¥42,400 ／ C¥33,200 ／学生¥15,000

年間会員券
（10公演）
S¥54,700 ／ A¥48,900 ／ B¥42,400 ／ C¥33,200 ／学生¥15,000

年間会員券
（10公演）
S¥54,700 ／ A¥42,300 ／ B¥35,600 ／ C¥33,200 ／学生¥15,000

年間会員券（4公演）
S¥18,400 ／ A¥16,000 ／学生¥6,000

上期会員券
（5公演：5月‒9月）
S¥32,100 ／ A¥27,500 ／ B¥24,200 ／ C¥18,300 ／学生¥7,500

上期会員券
（5公演：5月‒9月）
S¥30,400 ／ A¥26,700 ／ B¥23,800 ／ C¥17,800 ／学生¥7,500

上期会員券
（5公演：4月‒9月）
S¥30,400 ／ A¥23,000 ／ B¥19,800 ／ C¥17,800 ／学生¥7,500

1回券 S¥6,000 ／ A¥5,000

1回券
（下記以外）S¥7,600 ／ A¥6,600 ／ B¥5,600 ／ C¥4,100
1回券
（9/20公演）S¥9,700 ／ A¥7,600 ／ B¥6,100 ／ C¥4,600

1回券
（下記以外）S¥7,600 ／ A¥6,600 ／ B¥5,600 ／ C¥4,100
1回券
（12/21公演）S¥9,700 ／ A¥7,600 ／ B¥6,100 ／ C¥4,600

1回券
（下記以外）S¥7,600 ／ A¥5,600 ／ B¥4,600 ／ C¥4,100
1回券
（12/17、18公演）S¥9,700 ／ A¥7,600 ／ B¥6,100 ／ C¥4,600

No. 619

7/22
金 19:00

No. 620

8/23

火 19:00
No. 621

9/20

火 19:00

No. 622

10/25

火 19:00

No. 623

12/12
月 19:00

2023

No. 624

1/19

指揮＝アレホ・ペレス
ヴァイオリン＝諏訪内晶子
ピアノ＝エフゲニ・ボジャノフ
エトヴェシュ：セイレーンの歌
メンデルスゾーン：ヴァイオリンとピアノのための協奏曲
ショスタコーヴィチ：交響曲第12番「1917年」
指揮＝ユライ・ヴァルチュハ
ピアノ＝アンヌ・ケフェレック
モーツァルト：ピアノ協奏曲第27番
マーラー：交響曲第9番

2023

2/22

水 19:00

No. 626

2023

3/9

木 19:00

木 19:00

No. 653

7/26
火 19:00

No. 654

8/18

木 19:00

指揮＝セバスティアン・ヴァイグレ
ソプラノ＝タラ・エロート
バリトン＝大西宇宙
合唱＝新国立劇場合唱団
ダニエル・シュニーダー：聖ヨハネの黙示録（日本初演）
ブラームス：ドイツ・レクイエム
指揮＝シルヴァン・カンブルラン
ヴァイオリン＝成田達輝
三味線＝本條秀慈郎
ドビュッシー：遊戯
一柳慧：ヴァイオリンと三味線のための二重協奏曲（世界初演）
ドビュッシー：イベリア（管弦楽のための「映像」から）
ヴァレーズ：アルカナ
指揮＝セバスティアン・ヴァイグレ
ピアノ＝反田恭平
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第2番
タネーエフ：交響曲第4番
指揮＝山田和樹
R.シュトラウス：アルプス交響曲

No. 655

9/14
水 19:00

No. 656

10/19

水 19:00

No. 657

12/2
金 19:00

No. 658

他

木 19:00
No. 625

6/16

12/21
水 19:00

指揮＝アンナ・ラキティナ
ヴァイオリン＝ルノー・カプソン
エレナ・ランガー：歌劇「フィガロの離婚」組曲（日本初演）
エスケシュ：ヴァイオリン協奏曲（日本初演）
チャイコフスキー：交響曲第1番「冬の日の幻想」
指揮＝鈴木優人
ヴィオラ＝アントワーヌ・タメスティ
鈴木優人：読響創立60周年記念委嘱作品（世界初演）
ヴィトマン：ヴィオラ協奏曲（日本初演）
シューベルト：交響曲第5番

No. 659

1/13

金 19:00
No. 660

2/17

金 19:00

指揮＝セバスティアン・ヴァイグレ
ピアノ＝キット・アームストロング
ドヴォルザーク：交響詩「真昼の魔女」
モーツァルト：ピアノ協奏曲第23番
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
ロッシーニ：歌劇「泥棒かささぎ」
序曲
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
サン＝サーンス：交響曲第3番「オルガン付き」
指揮＝エミリア・ホーヴィング
ヴァイオリン＝三浦文彰
ラウタヴァーラ：至福の島
プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第2番
シベリウス：交響曲第5番
指揮＝セバスティアン・ヴァイグレ
ピアノ＝辻井伸行
レズニチェク：歌劇「ドンナ・ディアナ」序曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番
R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」
指揮＝シルヴァン・カンブルラン
チェロ＝アンドレイ・イオニーツァ
バルトーク：舞踏組曲
ビゼー：交響曲第1番
ダルバヴィ：チェロと室内管弦楽のための幻想曲集
サン＝サーンス：チェロ協奏曲第1番
リゲティ：ルーマニア協奏曲
指揮＝トマーシュ・ネトピル
ヴァイオリン＝ヴィクトリア・ムローヴァ
ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番
モーツァルト：交響曲第25番
ヤナーチェク：狂詩曲「タラス・ブーリバ」
指揮＝鈴木優人 ソプラノ＝キャロリン・サンプソン
メゾ・ソプラノ＝オリヴィア・フェアミューレン
テノール＝櫻田亮 バス＝クリスティアン・イムラー
合唱＝新国立劇場合唱団
ベートーヴェン：交響曲第9番
「合唱付き」
指揮＝山田和樹
黛敏郎：曼荼羅交響曲
マーラー：交響曲第6番
「悲劇的」

土 14:00

日 14:00

No. 247

No. 247

土 14:00

日 14:00

No. 248

No. 248

4/23 4/24
5/28 5/29

6/25 6/26
土 14:00

日 14:00

No. 249

No. 249

土 14:00

日 14:00

No. 250

No. 250

土 14:00

日 14:00

No. 251

No. 251

土 14:00

日 14:00

8/27 8/28
9/24 9/25

10/29 10/30
No. 252

No. 252

土 14:00

日 14:00

11/26 11/27
No. 253

12/17 12/18
土 14:00

No. 254

1/7

日 14:00

No. 254

1/8

土 14:00

日 14:00

No. 255

No. 255

2/11 2/12

土・祝 14:00
指揮＝セバスティアン・ヴァイグレ
ヴァイオリン＝金川真弓
ベートーヴェン：
「コリオラン」序曲
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
シューマン：交響曲第2番

No. 253

日 14:00

指揮＝小林研一郎 ヴァイオリン＝周防亮介
チェロ＝遠藤真理（読響ソロ） ピアノ＝小林亜矢乃
ベートーヴェン：三重協奏曲
ベルリオーズ：幻想交響曲
指揮＝上岡敏之 ヴァイオリン＝レナ・ノイダウアー
メンデルスゾーン：序曲
「ルイ・ブラス」
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
ファゴット＝ロラ・デクール
ワーグナー：歌劇「さまよえるオランダ人」序曲
モーツァルト：ファゴット協奏曲
ベートーヴェン：交響曲第7番
指揮＝ユライ・ヴァルチュハ ピアノ＝河村尚子
ブラームス：ピアノ協奏曲第1番
メンデルスゾーン：交響曲第3番「スコットランド」

No. 6

9/28

水 14:00

No. 7

1/15

2023

火 19:00

No. 652

No. 246

6/9

木 14:00

日 14:00
No. 8

3/17

2023

6/21

指揮＝セバスティアン・ヴァイグレ
ルディ・シュテファン：管弦楽のための音楽
ブルックナー：交響曲第7番（ノヴァーク版）

No. 246

2023

No. 618

木 19:00

指揮＝尾高忠明
フルート＝フリスト・ドブリノヴ（読響首席）
ヴォーン＝ウィリアムズ：タリスの主題による幻想曲
尾高尚忠：フルート小協奏曲
チャイコフスキー：交響曲第5番

2023

火 19:00

5/19

2023

5/24

No. 651

指揮＝上岡敏之
ソプラノ＝森谷真理
ボーイソプラノ＝TOKYO FM 少年合唱団
ベルク：歌劇
「ヴォツェック」から3つの断章
ツェムリンスキー：交響詩「人魚姫」 他

2023

No. 617

No. 5

金 14:00

指揮＝セバスティアン・ヴァイグレ
ピアノ＝マリアム・バタシヴィリ
グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」
指揮＝シルヴァン・カンブルラン
トランペット＝セリーナ・オット
ビゼー：
「アルルの女」
第1組曲、第2組曲
ジョリヴェ：トランペット協奏曲第2番
フローラン・シュミット：バレエ音楽「サロメの悲劇」
指揮＝トマーシュ・ネトピル
ヴァイオリン＝岡本誠司
マルティヌー：歌劇「ジュリエッタ」組曲
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界から」
指揮＝鈴木優人 ソプラノ＝キャロリン・サンプソン
メゾ・ソプラノ＝オリヴィア・フェアミューレン
テノール＝櫻田亮 バス＝クリスティアン・イムラー
合唱＝新国立劇場合唱団
ベートーヴェン：交響曲第9番
「合唱付き」
指揮＝山田和樹 ピアノ＝イーヴォ・ポゴレリッチ
チャイコフスキー：
「眠りの森の美女」
から“ワルツ”
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番
チャイコフスキー：マンフレッド交響曲
指揮＝エリアス・グランディ
メゾ・ソプラノ＝アンナ・ルチア・リヒター
モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲
〈モーツァルト・オペラ・アリア選〉
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」から“薬屋の歌”
歌劇「フィガロの結婚」から“自分で自分がわからない”、
“恋とはどんなものかしら”
歌劇「皇帝ティートの慈悲」から“私は行く、
でも愛しい人よ”
ブラームス：交響曲第1番 他

指揮＝セバスティアン・ヴァイグレ
チェロ＝宮田大
チャイコフスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲
：組曲「展覧会の絵」
ムソルグスキー（ラヴェル編曲）
指揮＝鈴木優人
ピアノ＝アレクサンドラ・ドヴガン
：6声のリチェルカーレ
バッハ（ウェーベルン編）
モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番
ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」
指揮＝山田和樹
黛敏郎：曼荼羅交響曲
マーラー：交響曲第6番
「悲劇的」
指揮＝小林研一郎
ピアノ＝仲道郁代
グリーグ：ピアノ協奏曲
チャイコフスキー：交響曲第4番

大阪定期演奏会
フェスティバルホール（大阪）
年間会員券
（3公演）
BOX¥21,700 ／ S¥14,800 ／ A¥12,800 ／ B¥10,700
学生¥4,500
1回券
（下記以外）
BOX¥8,700 ／ S¥6,200 ／ A¥5,200 ／ B¥4,200
1回券
（12/22公演）
BOX¥9,700 ／ S¥7,300 ／ A¥6,200 ／ B¥5,200
No. 32

6/1

水 19:00

No. 33

9/12

月 19:00

No. 34

12/22
木 19:00

指揮＝上岡敏之
ヴァイオリン＝レナ・ノイダウアー
メンデルスゾーン：序曲
「ルイ・ブラス」
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
ピアノ＝辻井伸行
レズニチェク：歌劇
「ドンナ・ディアナ」
序曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第3番
R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」
指揮＝鈴木優人
ソプラノ＝キャロリン・サンプソン
メゾ・ソプラノ＝オリヴィア・フェアミューレン
テノール＝櫻田亮
バス＝クリスティアン・イムラー
合唱＝新国立劇場合唱団
ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」

※〈読響アンサンブル・シリーズ〉は日時・内容が決まり次第発表いたします。

©読響

読売日本交響楽団
2022/2023シーズンチケット情報

たいへんお得な
「会員券」をぜひご利用ください！

年間会員券
（4シリーズ）
・・・・・・・・・・・・・・・2022年 1 月30 日（日）発売予定

・ 1回券より断然お得。 学生会員券（25歳以下）も発売します。※1

上期会員券（4シリーズ）
・・・・・・・・・・・・・・・2022年 2 月6日
（日）
発売予定

・ 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。

川崎マチネーシリーズ会員券
（土）
発売予定
・・・・・・・・・・・・・・・2022年 2 月5日

・ 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。

大阪定期会員券
・・・・・・・・・・・・・・・2022年 2 月26日（土）発売予定

・ ご都合にあわせて他の主催公演への「振り替え」もOKです。※2

・ 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。

※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・2022年4月2日現在／各30席限定）。

■ 1回券の発売日は決まり次第発表いたします。

※2：所定のルールによります。〈川崎マチネーシリーズ〉〈読響アンサンブル・シリー
ズ〉〈大阪定期演奏会〉の会員券は「振り替え」できません。 学生会員券は「振
り替え」できません。

■ 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。
■ ご購入いただいたチケットは、公演が中止になった場合以外でのキャンセ
ル・払い戻しはできません。
■ 新型コロナウイルスの感染状況次第では、発売日や会員特典ルールなどを
変更する場合がございます。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
〈事業提携〉公益財団法人 東京都歴史文化財団 東京芸術劇場［池袋公演］
〈協力〉ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化財団グループ）
［川崎公演］

〈表紙写真クレジット〉
（左上から）
山田和樹©読響／諏訪内晶子©Kiyotaka Saito ／アンナ・ラキティナ©Julia Piven ／尾高
忠明©読響／辻井伸行©Yuji Hori ／アンナ・ルチア・リヒター ©KaupoKikkas ／トマーシュ・ネトピル
©Marco Borggreve ／シルヴァン・カンブルラン©読響 （中下）
セバスティアン・ヴァイグレ©読響
（右上から）
鈴木優人©読響／ヴィクトリア・ムローヴァ ©heikefischer fotografie.de ／イーヴォ・ポゴ
レリッチ©Malcolm Crowthers ／セリーナ・オット©Nancy Horowitz ／小林研一郎©読響

読響チケットセンター 0570-00-4390

読響チケットWEB http://yomikyo.pia.jp/

＊10時‒18時・年中無休
（12/29‒1/3を除く）

＊座席選択可／チケット郵送料無料

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/

