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定期演奏会
A シ リーズ

東京文化会館
（上野）

19:00開演（全8回）

〈第878回〉2019 5.28 

［火］

指揮／アンドリュー・リットン 
ピアノ／アンナ・ヴィニツカヤ 

◆バーバー：管弦楽のためのエッセイ第2番 op. 17
◆プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 op. 26
◆チャイコフスキー：交響曲第4番 ヘ短調 op. 36

〈第881回〉7.16 

［火］

指揮／小泉和裕 
チェロ／宮田 大
◆ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op. 104 B. 191
◆ブラームス：交響曲第2番 ニ長調 op. 73

〈第884回〉9.3 

［火］ 

指揮／大野和士 
ヴァイオリン／ヴェロニカ・エーベルレ 

【若杉弘没後10年記念】  
◆ベルク：ヴァイオリン協奏曲《ある天使の思い出に》
◆ブルックナー：交響曲第9番 ニ短調 WAB 109
（ノヴァーク版）
※ 9/4定期Bと同プログラム

〈第888回〉10.7 

［月］ 

指揮／マルク・ミンコフスキ 
◆シューマン：交響曲第4番 ニ短調 op. 120（1841年
初稿版)
◆チャイコフスキー：交響曲第6番 ロ短調 op.74
《悲愴》

〈第890回〉11.11 

［月］ 

指揮／エリアフ・インバル 
◆チャイコフスキー：幻想曲《フランチェスカ・ダ・リミニ》
op. 32
◆ショスタコーヴィチ：交響曲第11番 ト短調 op. 103
《1905年》 

〈第893回〉12.9 

［月］ 

指揮／アラン・ギルバート 
ヴァイオリン／矢部達哉 

◆リスト（アダムズ編曲）：悲しみのゴンドラ
◆バルトーク：ヴァイオリン協奏曲第1番 Sz. 36
◆アデス：クープランからの3つの習作（2006）（日本初演）
◆ハイドン：交響曲第90番 ハ長調 Hob.I: 90
※12/8定期Cと同プログラム

〈第896回〉2020 2.3 

［月］ 

指揮／フランソワ＝グザヴィエ・ロト
合唱／栗友会合唱団
◆ラモー：オペラ＝バレ『優雅なインドの国々』組曲
◆ラヴェル：バレエ音楽《ダフニスとクロエ》（全曲）
※2/2都響スペシャルと同プログラム

〈第898回〉3.9 

［月］ 

指揮／大野和士 
◆ベルク：管弦楽のための3つの作品 op. 6 
◆ショスタコーヴィチ：交響曲第10番 ホ短調 op. 93
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定期演奏会
B シ リーズ

サントリーホール
（六本木一丁目／溜池山王）

19:00開演（全8回）

〈第877回〉2019 4.26 

［金］ 

指揮／大野和士 
◆武満 徹：鳥は星形の庭に降りる（1977）
◆シベリウス：交響曲第6番 ニ短調 op. 104
◆ラフマニノフ：交響的舞曲 op. 45

〈第880回〉6.25 

［火］ 

指揮／クシシュトフ・ペンデレツキ 
ヴァイオリン／庄司紗矢香 

【日本・ポーランド国交樹立100年記念】  
◆ペンデレツキ：平和のための前奏曲（2009）
◆ペンデレツキ：ヴァイオリン協奏曲第2番《メタモル
フォーゼン》（1992 - 95）
◆ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 op. 92

〈第883回〉7.25 

［木］ 

指揮／アラン・ギルバート 
◆モーツァルト：交響曲第38番 ニ長調 K. 504《プラハ》
◆ブルックナー：交響曲第4番 変ホ長調 WAB104
《ロマンティック》（ノヴァーク：1878 /80年版）
※7/24定期Cと同プログラム

〈第885回〉9.4 

［水］ 

指揮／大野和士 
ヴァイオリン／ヴェロニカ・エーベルレ 

【若杉弘没後10年記念】  
◆ベルク：ヴァイオリン協奏曲《ある天使の思い出に》
◆ブルックナー：交響曲第9番 ニ短調 WAB109
（ノヴァーク版）
※9/3定期Aと同プログラム

〈第889回〉10.16 

［水］ 

指揮／小泉和裕 
◆ワーグナー：ジークフリート牧歌
◆ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調 WAB107
（ノヴァーク版）

〈第894回〉12.16 

［月］ 

指揮／アラン・ギルバート
◆マーラー：交響曲第6番 イ短調《悲劇的》
※12/14都響スペシャルと同プログラム

〈第895回〉2020 1.16 

［木］ 

指揮／マーティン・ブラビンズ
トロンボーン／ヨルゲン・ファン・ライエン（RCO首席奏者） 
【愛する人 に々捧ぐ】 
◆ラヴェル：クープランの墓
◆マクミラン：トロンボーン協奏曲（2016）（日本初演）
◆エルガー：エニグマ変奏曲 op. 36

〈第897回〉3.4 

［水］

指揮／大野和士 
ソプラノ／中村恵理　メゾソプラノ／清水華澄　
テノール／トピ・レティプー
児童合唱／東京少年少女合唱隊
合唱／新国立劇場合唱団
◆ベルリオーズ：歌劇『ベアトリスとベネディクト』序曲
◆ドビュッシー：舞踊詩《遊戯》
◆ブリテン：春の交響曲 op. 44
※本公演はPブロックを合唱席として使用いたします
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定期演奏会
C シ リーズ

東京芸術劇場
コンサートホール

（池袋）

14:00 開演（全8回）

〈第876回〉2019 4.20 

［土］

指揮／大野和士
ピアノ／ニコライ・ルガンスキー 

◆グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調 op. 16
◆ベルリオーズ：幻想交響曲 op. 14 【ベルリオーズ没後
150年記念】

〈第879回〉6.8 

［土］ 

指揮／アレホ・ペレス
ピアノ／長尾洋史 *
メゾソプラノ／加藤のぞみ ** 
【ディアギレフとロシア・バレエ団へのオマージュ】
◆ストラヴィンスキー：バレエ音楽《ペトルーシュカ》（1947
年版）*
◆ファリャ：バレエ音楽《三角帽子》（全曲）**

〈第882回〉7.24 

［水］平日昼

指揮／アラン・ギルバート 
◆モーツァルト：交響曲第38番 ニ長調 K. 504《プラハ》
◆ブルックナー：交響曲第4番 変ホ長調 WAB104
《ロマンティック》（ノヴァーク：1878 /80年版）
※7/25定期Bと同プログラム

〈第886回〉9.8 

［日］  

指揮／大野和士 
ピアノ／ホアキン・アチュカロ 

【日本・フィンランド外交関係樹立100周年記念】
【渡邉暁雄生誕100年記念】
◆シベリウス：トゥオネラの白鳥 op. 22 - 2
◆ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op. 18
◆シベリウス：交響曲第2番 ニ長調 op. 43

〈第887回〉10.2 

［水］ 平日昼 

指揮／フィリップ・フォン・シュタイネッカー
チェロ／エドガー・モロー 

【スッペ＆オッフェンバック生誕200年記念】 
◆スッペ：喜歌劇『軽騎兵』序曲
◆オッフェンバック：チェロ協奏曲 ト長調《軍隊風》
（日本初演）
◆スッペ：喜歌劇『美しきガラテア』序曲
◆オッフェンバック：歌劇『ホフマン物語』より「間奏曲」
「舟歌」
◆オッフェンバック：喜歌劇『天国と地獄』序曲

〈第891回〉11.16 

［土］ 

指揮／エリアフ・インバル 
ヴァイオリン／ヨゼフ・シュパチェク
◆ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 
op. 77
◆ショスタコーヴィチ：交響曲第12番 ニ短調 op. 112 
《1917年》

〈第892回〉12.8 

［日］

指揮／アラン・ギルバート 
ヴァイオリン／矢部達哉 

◆リスト（アダムズ編曲）：悲しみのゴンドラ
◆バルトーク：ヴァイオリン協奏曲第1番 Sz. 36
◆アデス：クープランからの3つの習作（2006）（日本初演）
◆ハイドン：交響曲第90番 ハ長調 Hob.I: 90
※12 /9定期Aと同プログラム

〈第899回〉2020 3.27 

［金］平日昼

指揮／小泉和裕 
◆モーツァルト：歌劇『魔笛』序曲 K. 620
◆湯浅譲二：交響組曲《奥の細道》（1995）【湯浅譲二
90歳記念】
◆ドヴォルザーク：交響曲第8番 ト長調 op. 88 B. 163
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プロムナード
コ ン サ ー ト

サントリーホール
（六本木一丁目／溜池山王）

14:00 開演（全5回） 

〈No.382〉2019 6.2 

［日］ 
【五大陸音楽めぐり①「European Composers in America」】 

指揮／アンドリュー・リットン 
ヴァイオリン／三浦文彰 

◆ロウ：ミュージカル『マイ・フェア・レディ』序曲
◆コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 35
◆ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 op. 95 B. 178
《新世界より》

〈No.383〉10.20 

［日］ 
【五大陸音楽めぐり②「東からの風、南からの熱」】  

指揮／川瀬賢太郎 
ハープ／吉野直子 

◆スカルソープ：オセアニアより（2003）（日本初演）
◆J.シュトラウス2世：エジプト行進曲 op. 335
◆ロドリーゴ：アランフェス協奏曲（ハープ版）
◆伊福部 昭：交響譚詩
◆ラヴェル：ボレロ

〈No.384〉11.23 

［土・祝］ 
【五大陸音楽めぐり③「ロシア・グレイテスト・ヒッツ」】  

指揮／エリアフ・インバル
ピアノ／サスキア・ジョルジーニ
◆ショスタコーヴィチ：祝典序曲 op. 96
◆ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 op. 43
◆チャイコフスキー：幻想序曲《ロメオとジュリエット》
◆チャイコフスキー：祝典序曲《1812年》op. 49

〈No.385〉2020 2.8 

［土］ 

【五大陸音楽めぐり④「音楽の世界遺産─不滅の名曲集」】  

指揮／小泉和裕 
◆ヴェルディ：歌劇『運命の力』序曲
◆リスト：交響詩《レ・プレリュード》 S. 97
◆ムソルグスキー：歌劇『ホヴァンシチナ』前奏曲「モスク
ワ河の夜明け」
◆ハチャトゥリャン：バレエ音楽《ガイーヌ》より「剣の舞」
「バラの乙女達の踊り」「レズギンカ」
◆リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲 op. 34
◆ビゼー：《アルルの女》組曲第2番

〈No.386〉3.22 

［日］ 
【五大陸音楽めぐり⑤「躍動する音のドラマ」】 

指揮／大野和士 
フルート／柳原佑介 

◆R.シュトラウス：交響詩《ティル・オイレンシュピーゲルの
愉快ないたずら》op. 28
◆ニールセン：フルート協奏曲
◆ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
◆R.シュトラウス：歌劇『ばらの騎士』組曲
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東京都交響楽団  2019年度楽季プログラム  2019-2020  Season Programs

©Rikimaru Hotta ©Michiharu Okubo ©Marco Borggreve ©Fumiak Fujimoto©Peter Hundert©Marco Borggreve ©Fumiaki Fujimoto ©Daisuke Omori ©Herbie Yamaguchi ©Felix Broede ©GEORGES GOBET

2019 12.14 

［土］ 14 : 00開演 

サントリーホール（溜池山王／六本木一丁目）
指揮／アラン・ギルバート 
◆マーラー：交響曲第6番 イ短調《悲劇的》

※12/16定期Bと同プログラム 

S ¥8,000　   A ¥7,000   　B ¥6,000　   C ¥5,000　   P ¥4,000

2020 2.2 

［日］ 14 : 00開演 

サントリーホール（溜池山王／六本木一丁目） 
指揮／フランソワ＝グザヴィエ・ロト
合唱／栗友会合唱団 

◆ラモー：オペラ＝バレ『優雅なインドの国々』組曲
◆ラヴェル：バレエ音楽《ダフニスとクロエ》（全曲）
※2 / 3定期Aと同プログラム　※本公演はPブロックを合唱席として使用いたします
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2019 12.23 

［月］ 19 : 00開演

東京芸術劇場コンサートホール
（池袋）

12.24 

［火］ 19:00開演

サントリーホール
（溜池山王／六本木一丁目） 

12.25 

［水］ 19 : 00開演

東京文化会館
（上野）

指揮／レオシュ・スワロフスキー　
ソプラノ／安井陽子　メゾソプラノ／富岡明子　テノール／福井 敬　バリトン／甲斐栄次郎　合唱／二期会合唱団　
◆ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op. 125《合唱付》　S ¥8,500　   A ¥7,500   　B ¥6,500　   C ¥5,500   　Ex/P ¥3,500

都響スペシャル

都響スペシャル

「第九」 

TMSO
Special

 4 -6月公演▶ 一般発売：2018 /12 /14［金］　会員先行：2018 /12 /7［金］　         11-12月公演▶ 一般発売：7 /12［金］　会員先行：7 /5［金］

7-10月公演▶ 一般発売：2019 /3 /15［金］　　会員先行：2019 /3 /8［金］   　2020 /1-3月公演▶ 一般発売：9 /13［金］　  会員先行：9 /6［金］
Ticket〈1回券発売予定〉

※やむを得ない事情により、出演者・曲目などが変更になる場合がございます。※演奏会中止の場合を除き、チケットの変更・払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。※未就学児入場不可。 2018年10月現在

Subscription C
oncert A series

Subscription C
oncert B series

Subscription C
oncert C

 series
Prom

enade C
oncert 

©Herbie Yamaguchi ©Herbie Yamaguchi ©Felix Broede ©Herbie Yamaguchi ©Monica Rittershaus©Fumiaki Fujimoto ©Peter Hundert ©Ben Ealovega ©Marco Borggreve©Marek Beblot ©Kishin Shinoyama ©Rikimaru Hotta

©Herbie Yamaguchi ©Herbie Yamaguchi ©Jean-Baptiste Millot ©Annemone Taake Photography ©Julien Mignot ©Rikimaru Hotta ©Radovan Subin©Peter Hundert©Marco Borggreve ©Karim Khawatmi ©Peter Hundert ©Rikimaru Hotta ©Fumiaki Fujimoto

©Danny Turner ©Yuji Hori ©Yoshinori Kurosawa ©Akira Muto ©Rikimaru Hotta ©Silvia Pastore ©Fumiaki Fujimoto ©Herbie Yamaguchi ©Rikimaru Hotta

©Herbie Yamaguchi

　私の音楽監督としての 5シーズン目のプログラムには、作曲家の最後

の作品、最晩年の作品が揃いました。

　都響と深く結びついているマーラーという作曲家は未来の音楽の預

言者でもありました。それでは彼以降、どのような新しい音楽的地平

が広がっていったかを様々な形で皆様にご紹介することが私の目指す

方向の一つでした。

　2019 年度楽季はその点で、2020 年オリンピックイヤーに向けたひと

つのメルクマールともいえる総括的な意味を持つことになるでしょう。

　4月の定期演奏会で演奏される《交響的舞曲》はラフマニノフ最後の

作。アメリカに渡って作曲家として苦労を重ねた彼の“白鳥の歌”とも

言えるこの作品は、ラフマニノフ特有の叙情と不気味で瞬時にして姿

を変える舞曲とが交差する、彼の行き着いたモダニズムが特徴です。

　シベリウスの第 6 番は、最後の管弦楽作品《タピオラ》の 3 年前に書

かれた大変ユニークな曲。ドリア調という教会旋法がどこか懐かしい

趣を与え、絶えず音が漂流し、リズムがなくなるような不思議な印象を

引き起こす作品。ほぼマーラーと同時代人であるシベリウスは、枯淡の

境地を開いた人でした。

　9月の定期では、ベルク最後の完成作であるヴァイオリン協奏曲と、

ブルックナー最後の交響曲第 9 番をお届けします。ベルクは言うまでも

なくマーラーの熱烈な信奉者であり、マーラーはブルックナーの弟子であ

りました（マーラー自身はブルックナーを同志と呼んでいたようですが）。

　ベルクの作品も、未完のまま3 楽章で終わるブルックナーの作品も

辞世の句のような趣がありますが、いずれも天上的な清澄さをたたえ

聴くものを遥かなる世界に誘います。

　2020 年 3月の定期では、ショスタコーヴィチの第10 番をとりあげま

すが、第 3 楽章ホルン・ソロはマーラー《大地の歌》冒頭と近似性があり

ます。またブリテン《春の交響曲》のフィナーレは、中世のカノン「夏が

やってきた」に基づくものですが、これはマーラーの第 3 交響曲（初演時

の第１楽章は「夏が行進してくる」と題されていた）との関連があります。

　そして何と言っても定期演奏会の中心となるイヴェントは、プログラ

ムを燦然と飾る3 曲のブルックナーの交響曲。アラン・ギルバート指揮

で第 4 番《ロマンティック》、小泉和裕指揮で第 7 番、そして第 9 番。遥

けき空間へこだまする響きとその後に来たる静寂を都響のサウンドで

お楽しみいただけたら幸いです。

　私たちのマエストロ、エリアフ・インバルは、ショスタコーヴィチの第

11番《1905 年》、第12 番《1917 年》を精力的に指揮。またしても名

演が繰り広げられることでしょう。

　ギルバート指揮のマーラー第 6 番《悲劇的》、フランソワ＝グザヴィエ・

ロト指揮の《ダフニスとクロエ》全曲、マルク・ミンコフスキ指揮の《悲愴》

など、聴き逃せないプログラムが並び、ソリストには、ピアノのニコライ・

ルガンスキー、アンナ・ヴィニツカヤ、ホアキン・アチュカロ、ヴァイオリン

の庄司紗矢香、ヴェロニカ・エーベルレ、ヨゼフ・シュパチェク、矢部達哉、

チェロの宮田大、エドガー・モロー、トロンボーンのヨルゲン・ファン・ラ

イエンを迎えて花を添えます。

　またプロムナードコンサートでは、「五大陸音楽めぐり」と題して、様々

な国の素晴らしい名曲の数々をアンドリュー・リットン、川瀬賢太郎、

インバル、小泉和裕、私の指揮で。そして、三浦文彰、吉野直子、サ

スキア・ジョルジーニ、柳原佑介のソロで大いにお楽しみいただきたい

と思っております。

―2019年度楽季プログラムについて
東京都交響楽団 音楽監督  大野和士 Message
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定期演奏会
A シ リーズ

東京文化会館
（上野）

19:00開演（全8回）

〈第878回〉2019 5.28 

［火］

指揮／アンドリュー・リットン 
ピアノ／アンナ・ヴィニツカヤ 

◆バーバー：管弦楽のためのエッセイ第2番 op. 17
◆プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 op. 26
◆チャイコフスキー：交響曲第4番 ヘ短調 op. 36

〈第881回〉7.16 

［火］

指揮／小泉和裕 
チェロ／宮田 大
◆ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op. 104 B. 191
◆ブラームス：交響曲第2番 ニ長調 op. 73

〈第884回〉9.3 

［火］ 

指揮／大野和士 
ヴァイオリン／ヴェロニカ・エーベルレ 

【若杉弘没後10年記念】  
◆ベルク：ヴァイオリン協奏曲《ある天使の思い出に》
◆ブルックナー：交響曲第9番 ニ短調 WAB 109
（ノヴァーク版）
※ 9/4定期Bと同プログラム

〈第888回〉10.7 

［月］ 

指揮／マルク・ミンコフスキ 
◆シューマン：交響曲第4番 ニ短調 op. 120（1841年
初稿版)
◆チャイコフスキー：交響曲第6番 ロ短調 op.74
《悲愴》

〈第890回〉11.11 

［月］ 

指揮／エリアフ・インバル 
◆チャイコフスキー：幻想曲《フランチェスカ・ダ・リミニ》
op. 32
◆ショスタコーヴィチ：交響曲第11番 ト短調 op. 103
《1905年》 

〈第893回〉12.9 

［月］ 

指揮／アラン・ギルバート 
ヴァイオリン／矢部達哉 

◆リスト（アダムズ編曲）：悲しみのゴンドラ
◆バルトーク：ヴァイオリン協奏曲第1番 Sz. 36
◆アデス：クープランからの3つの習作（2006）（日本初演）
◆ハイドン：交響曲第90番 ハ長調 Hob.I: 90
※12/8定期Cと同プログラム

〈第896回〉2020 2.3 

［月］ 

指揮／フランソワ＝グザヴィエ・ロト
合唱／栗友会合唱団
◆ラモー：オペラ＝バレ『優雅なインドの国々』組曲
◆ラヴェル：バレエ音楽《ダフニスとクロエ》（全曲）
※2/2都響スペシャルと同プログラム

〈第898回〉3.9 

［月］ 

指揮／大野和士 
◆ベルク：管弦楽のための3つの作品 op. 6 
◆ショスタコーヴィチ：交響曲第10番 ホ短調 op. 93

S ¥6,500　   A ¥5,500　   B ¥4,500　   C ¥3,500　   Ex ¥2,200 S ¥7,000   　A ¥6,000　   B ¥5,000　   C ¥4,000　   Ex ¥2,700 S ¥7,500　   A ¥6,500　   B ¥5,500　   C ¥4,500   　Ex ¥3,200 S ¥7,500　   　A ¥6,500　　   B ¥5,500　　   C ¥4,500　　   Ex ¥3,200 S ¥7,500　   　A ¥6,500　　   B ¥5,500　　   C ¥4,500　　   Ex ¥3,200 S ¥7,500　　   A ¥6,500　　   B ¥5,500　   　C ¥4,500　   　Ex ¥3,200 S ¥7,500　   　A ¥6,500　   　B ¥5,500　　   C ¥4,500　   　Ex ¥3,200 S ¥7,500　   A ¥6,500　　   B ¥5,500　　   C ¥4,500　　   Ex ¥3,200

定期演奏会
B シ リーズ

サントリーホール
（六本木一丁目／溜池山王）

19:00開演（全8回）

〈第877回〉2019 4.26 

［金］ 

指揮／大野和士 
◆武満 徹：鳥は星形の庭に降りる（1977）
◆シベリウス：交響曲第6番 ニ短調 op. 104
◆ラフマニノフ：交響的舞曲 op. 45

〈第880回〉6.25 

［火］ 

指揮／クシシュトフ・ペンデレツキ 
ヴァイオリン／庄司紗矢香 

【日本・ポーランド国交樹立100年記念】  
◆ペンデレツキ：平和のための前奏曲（2009）
◆ペンデレツキ：ヴァイオリン協奏曲第2番《メタモル
フォーゼン》（1992 - 95）
◆ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 op. 92

〈第883回〉7.25 

［木］ 

指揮／アラン・ギルバート 
◆モーツァルト：交響曲第38番 ニ長調 K. 504《プラハ》
◆ブルックナー：交響曲第4番 変ホ長調 WAB104
《ロマンティック》（ノヴァーク：1878 /80年版）
※7/24定期Cと同プログラム

〈第885回〉9.4 

［水］ 

指揮／大野和士 
ヴァイオリン／ヴェロニカ・エーベルレ 

【若杉弘没後10年記念】  
◆ベルク：ヴァイオリン協奏曲《ある天使の思い出に》
◆ブルックナー：交響曲第9番 ニ短調 WAB109
（ノヴァーク版）
※9/3定期Aと同プログラム

〈第889回〉10.16 

［水］ 

指揮／小泉和裕 
◆ワーグナー：ジークフリート牧歌
◆ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調 WAB107
（ノヴァーク版）

〈第894回〉12.16 

［月］ 

指揮／アラン・ギルバート
◆マーラー：交響曲第6番 イ短調《悲劇的》
※12/14都響スペシャルと同プログラム

〈第895回〉2020 1.16 

［木］ 

指揮／マーティン・ブラビンズ
トロンボーン／ヨルゲン・ファン・ライエン（RCO首席奏者） 
【愛する人 に々捧ぐ】 
◆ラヴェル：クープランの墓
◆マクミラン：トロンボーン協奏曲（2016）（日本初演）
◆エルガー：エニグマ変奏曲 op. 36

〈第897回〉3.4 

［水］

指揮／大野和士 
ソプラノ／中村恵理　メゾソプラノ／清水華澄　
テノール／トピ・レティプー
児童合唱／東京少年少女合唱隊
合唱／新国立劇場合唱団
◆ベルリオーズ：歌劇『ベアトリスとベネディクト』序曲
◆ドビュッシー：舞踊詩《遊戯》
◆ブリテン：春の交響曲 op. 44
※本公演はPブロックを合唱席として使用いたします

S ¥7,500   　　A ¥6,500　   　B ¥5,500　   　C ¥4,500　   　P ¥3,500 S ¥7,500　   　A ¥6,500　   　B ¥5,500　   　C ¥4,500　   　P ¥3,500 S ¥7,500   　A ¥6,500　   B ¥5,500　   C ¥4,500   　P ¥3,500 S ¥7,500　   　A ¥6,500　   　B ¥5,500　   　C ¥4,500   　　P ¥3,500 S ¥8,000　   　A ¥7,000   　　B ¥6,000　   　C ¥5,000　   　P ¥4,000 S ¥8,000   　　A ¥7,000　   　B ¥6,000   　　C ¥5,000　   　P ¥4,000 S ¥6,500   　　A ¥5,500　   　B ¥4,500　   　C ¥3,500　   　P ¥2,500 S ¥8,500　   　A ¥7,500　   　B ¥6,500　   　C ¥5,500   　P 設定なし

定期演奏会
C シ リーズ

東京芸術劇場
コンサートホール

（池袋）

14:00 開演（全8回）

〈第876回〉2019 4.20 

［土］

指揮／大野和士
ピアノ／ニコライ・ルガンスキー 

◆グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調 op. 16
◆ベルリオーズ：幻想交響曲 op. 14 【ベルリオーズ没後
150年記念】

〈第879回〉6.8 

［土］ 

指揮／アレホ・ペレス
ピアノ／長尾洋史 *
メゾソプラノ／加藤のぞみ ** 
【ディアギレフとロシア・バレエ団へのオマージュ】
◆ストラヴィンスキー：バレエ音楽《ペトルーシュカ》（1947
年版）*
◆ファリャ：バレエ音楽《三角帽子》（全曲）**

〈第882回〉7.24 

［水］平日昼

指揮／アラン・ギルバート 
◆モーツァルト：交響曲第38番 ニ長調 K. 504《プラハ》
◆ブルックナー：交響曲第4番 変ホ長調 WAB104
《ロマンティック》（ノヴァーク：1878 /80年版）
※7/25定期Bと同プログラム

〈第886回〉9.8 

［日］  

指揮／大野和士 
ピアノ／ホアキン・アチュカロ 

【日本・フィンランド外交関係樹立100周年記念】
【渡邉暁雄生誕100年記念】
◆シベリウス：トゥオネラの白鳥 op. 22 - 2
◆ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op. 18
◆シベリウス：交響曲第2番 ニ長調 op. 43

〈第887回〉10.2 

［水］ 平日昼 

指揮／フィリップ・フォン・シュタイネッカー
チェロ／エドガー・モロー 

【スッペ＆オッフェンバック生誕200年記念】 
◆スッペ：喜歌劇『軽騎兵』序曲
◆オッフェンバック：チェロ協奏曲 ト長調《軍隊風》
（日本初演）
◆スッペ：喜歌劇『美しきガラテア』序曲
◆オッフェンバック：歌劇『ホフマン物語』より「間奏曲」
「舟歌」
◆オッフェンバック：喜歌劇『天国と地獄』序曲

〈第891回〉11.16 

［土］ 

指揮／エリアフ・インバル 
ヴァイオリン／ヨゼフ・シュパチェク
◆ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 
op. 77
◆ショスタコーヴィチ：交響曲第12番 ニ短調 op. 112 
《1917年》

〈第892回〉12.8 

［日］

指揮／アラン・ギルバート 
ヴァイオリン／矢部達哉 

◆リスト（アダムズ編曲）：悲しみのゴンドラ
◆バルトーク：ヴァイオリン協奏曲第1番 Sz. 36
◆アデス：クープランからの3つの習作（2006）（日本初演）
◆ハイドン：交響曲第90番 ハ長調 Hob.I: 90
※12 /9定期Aと同プログラム

〈第899回〉2020 3.27 

［金］平日昼

指揮／小泉和裕 
◆モーツァルト：歌劇『魔笛』序曲 K. 620
◆湯浅譲二：交響組曲《奥の細道》（1995）【湯浅譲二
90歳記念】
◆ドヴォルザーク：交響曲第8番 ト長調 op. 88 B. 163

S ¥7,500　   　A ¥6,500　　   B ¥5,500　　   C ¥4,500　　   Ex ¥3,500 S ¥6,500　   　A ¥5,500　　   B ¥4,500　   　C ¥3,500　   　Ex ¥2,500 S ¥7,500　　   A ¥6,500　　   B ¥5,500　　   C ¥4,500　   　Ex ¥3,500 S ¥7,500　   　A ¥6,500　　   B ¥5,500　   　C ¥4,500　　   Ex ¥3,500 S ¥6,500　　   A ¥5,500　　   B ¥4,500　   　C ¥3,500　   　Ex ¥2,500 S ¥7,500　　   A ¥6,500　　   B ¥5,500　　   C ¥4,500　   　Ex ¥3,500 S ¥7,500　　   A ¥6,500　　   B ¥5,500　　   C ¥4,500　　   Ex ¥3,500 S ¥6,500　   　A ¥5,500　　   B ¥4,500　　   C ¥3,500　   Ex ¥2,500

プロムナード
コ ン サ ー ト

サントリーホール
（六本木一丁目／溜池山王）

14:00 開演（全5回） 

〈No.382〉2019 6.2 

［日］ 
【五大陸音楽めぐり①「European Composers in America」】 

指揮／アンドリュー・リットン 
ヴァイオリン／三浦文彰 

◆ロウ：ミュージカル『マイ・フェア・レディ』序曲
◆コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 35
◆ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 op. 95 B. 178
《新世界より》

〈No.383〉10.20 

［日］ 
【五大陸音楽めぐり②「東からの風、南からの熱」】  

指揮／川瀬賢太郎 
ハープ／吉野直子 

◆スカルソープ：オセアニアより（2003）（日本初演）
◆J.シュトラウス2世：エジプト行進曲 op. 335
◆ロドリーゴ：アランフェス協奏曲（ハープ版）
◆伊福部 昭：交響譚詩
◆ラヴェル：ボレロ

〈No.384〉11.23 

［土・祝］ 
【五大陸音楽めぐり③「ロシア・グレイテスト・ヒッツ」】  

指揮／エリアフ・インバル
ピアノ／サスキア・ジョルジーニ
◆ショスタコーヴィチ：祝典序曲 op. 96
◆ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 op. 43
◆チャイコフスキー：幻想序曲《ロメオとジュリエット》
◆チャイコフスキー：祝典序曲《1812年》op. 49

〈No.385〉2020 2.8 

［土］ 

【五大陸音楽めぐり④「音楽の世界遺産─不滅の名曲集」】  

指揮／小泉和裕 
◆ヴェルディ：歌劇『運命の力』序曲
◆リスト：交響詩《レ・プレリュード》 S. 97
◆ムソルグスキー：歌劇『ホヴァンシチナ』前奏曲「モスク
ワ河の夜明け」
◆ハチャトゥリャン：バレエ音楽《ガイーヌ》より「剣の舞」
「バラの乙女達の踊り」「レズギンカ」
◆リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲 op. 34
◆ビゼー：《アルルの女》組曲第2番

〈No.386〉3.22 

［日］ 
【五大陸音楽めぐり⑤「躍動する音のドラマ」】 

指揮／大野和士 
フルート／柳原佑介 

◆R.シュトラウス：交響詩《ティル・オイレンシュピーゲルの
愉快ないたずら》op. 28
◆ニールセン：フルート協奏曲
◆ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
◆R.シュトラウス：歌劇『ばらの騎士』組曲

S ¥6,500　   　A ¥5,500　   　B ¥4,500　   P ¥3,200 S ¥5,800　　   A ¥4,800　   　B ¥3,800　　   P ¥2,500 S ¥7,000　   　A ¥6,000　　   B ¥5,000　　   P ¥3,500 S ¥6,500　　   A ¥5,500　   　B ¥4,500　   　P ¥3,200 S ¥7,000　　   A ¥6,000　   　B ¥5,000　   P ¥3,500

東京都交響楽団  2019年度楽季プログラム  2019-2020  Season Programs
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2019 12.14 

［土］ 14 :00開演 

サントリーホール（溜池山王／六本木一丁目）
指揮／アラン・ギルバート 
◆マーラー：交響曲第6番 イ短調《悲劇的》

※12/16定期Bと同プログラム 

S ¥8,000　   A ¥7,000   　B ¥6,000　   C ¥5,000　   P ¥4,000

2020 2.2 

［日］ 14 :00開演 

サントリーホール（溜池山王／六本木一丁目） 
指揮／フランソワ＝グザヴィエ・ロト
合唱／栗友会合唱団 

◆ラモー：オペラ＝バレ『優雅なインドの国々』組曲
◆ラヴェル：バレエ音楽《ダフニスとクロエ》（全曲）
※2 / 3定期Aと同プログラム　※本公演はPブロックを合唱席として使用いたします

S ¥7,500   　A ¥6,500　   B ¥5,500　   C ¥4,500　   P 設定なし 　　　　

2019 12.23 

［月］ 19 :00開演

東京芸術劇場コンサートホール
（池袋）

12.24 

［火］ 19:00開演

サントリーホール
（溜池山王／六本木一丁目） 

12.25 

［水］ 19 :00開演

東京文化会館
（上野）

指揮／レオシュ・スワロフスキー　
ソプラノ／安井陽子　メゾソプラノ／富岡明子　テノール／福井 敬　バリトン／甲斐栄次郎　合唱／二期会合唱団　
◆ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op. 125《合唱付》　S ¥8,500　   A ¥7,500   　B ¥6,500　   C ¥5,500   　Ex/P ¥3,500

都響スペシャル

都響スペシャル

「第九」 

TMSO
Special

 4 -6月公演▶ 一般発売：2018 /12 /14［金］　会員先行：2018 /12 /7［金］　         11-12月公演▶ 一般発売：7 /12［金］　会員先行：7 /5［金］

7-10月公演▶ 一般発売：2019 /3 /15［金］　　会員先行：2019 /3 /8［金］   　2020 /1-3月公演▶ 一般発売：9 /13［金］　  会員先行：9 /6［金］
Ticket〈1回券発売予定〉

※やむを得ない事情により、出演者・曲目などが変更になる場合がございます。※演奏会中止の場合を除き、チケットの変更・払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。※未就学児入場不可。 2018年10月現在

Subscription C
oncert A series

Subscription C
oncert B series

Subscription C
oncert C

 series
Prom

enade C
oncert 
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　私の音楽監督としての 5シーズン目のプログラムには、作曲家の最後

の作品、最晩年の作品が揃いました。

　都響と深く結びついているマーラーという作曲家は未来の音楽の預

言者でもありました。それでは彼以降、どのような新しい音楽的地平

が広がっていったかを様々な形で皆様にご紹介することが私の目指す

方向の一つでした。

　2019 年度楽季はその点で、2020 年オリンピックイヤーに向けたひと

つのメルクマールともいえる総括的な意味を持つことになるでしょう。

　4月の定期演奏会で演奏される《交響的舞曲》はラフマニノフ最後の

作。アメリカに渡って作曲家として苦労を重ねた彼の“白鳥の歌”とも

言えるこの作品は、ラフマニノフ特有の叙情と不気味で瞬時にして姿

を変える舞曲とが交差する、彼の行き着いたモダニズムが特徴です。

　シベリウスの第 6 番は、最後の管弦楽作品《タピオラ》の 3 年前に書

かれた大変ユニークな曲。ドリア調という教会旋法がどこか懐かしい

趣を与え、絶えず音が漂流し、リズムがなくなるような不思議な印象を

引き起こす作品。ほぼマーラーと同時代人であるシベリウスは、枯淡の

境地を開いた人でした。

　9月の定期では、ベルク最後の完成作であるヴァイオリン協奏曲と、

ブルックナー最後の交響曲第 9 番をお届けします。ベルクは言うまでも

なくマーラーの熱烈な信奉者であり、マーラーはブルックナーの弟子であ

りました（マーラー自身はブルックナーを同志と呼んでいたようですが）。

　ベルクの作品も、未完のまま3 楽章で終わるブルックナーの作品も

辞世の句のような趣がありますが、いずれも天上的な清澄さをたたえ

聴くものを遥かなる世界に誘います。

　2020 年 3月の定期では、ショスタコーヴィチの第10 番をとりあげま

すが、第 3 楽章ホルン・ソロはマーラー《大地の歌》冒頭と近似性があり

ます。またブリテン《春の交響曲》のフィナーレは、中世のカノン「夏が

やってきた」に基づくものですが、これはマーラーの第 3 交響曲（初演時

の第１楽章は「夏が行進してくる」と題されていた）との関連があります。

　そして何と言っても定期演奏会の中心となるイヴェントは、プログラ

ムを燦然と飾る3 曲のブルックナーの交響曲。アラン・ギルバート指揮

で第 4 番《ロマンティック》、小泉和裕指揮で第 7 番、そして第 9 番。遥

けき空間へこだまする響きとその後に来たる静寂を都響のサウンドで

お楽しみいただけたら幸いです。

　私たちのマエストロ、エリアフ・インバルは、ショスタコーヴィチの第

11番《1905 年》、第12 番《1917 年》を精力的に指揮。またしても名

演が繰り広げられることでしょう。

　ギルバート指揮のマーラー第 6 番《悲劇的》、フランソワ＝グザヴィエ・

ロト指揮の《ダフニスとクロエ》全曲、マルク・ミンコフスキ指揮の《悲愴》

など、聴き逃せないプログラムが並び、ソリストには、ピアノのニコライ・

ルガンスキー、アンナ・ヴィニツカヤ、ホアキン・アチュカロ、ヴァイオリン

の庄司紗矢香、ヴェロニカ・エーベルレ、ヨゼフ・シュパチェク、矢部達哉、

チェロの宮田大、エドガー・モロー、トロンボーンのヨルゲン・ファン・ラ

イエンを迎えて花を添えます。

　またプロムナードコンサートでは、「五大陸音楽めぐり」と題して、様々

な国の素晴らしい名曲の数々をアンドリュー・リットン、川瀬賢太郎、

インバル、小泉和裕、私の指揮で。そして、三浦文彰、吉野直子、サ

スキア・ジョルジーニ、柳原佑介のソロで大いにお楽しみいただきたい

と思っております。

―2019年度楽季プログラムについて
東京都交響楽団 音楽監督  大野和士 Message
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