８４ 平成２９年２月１９日
ベートーヴェン作曲 劇音楽「エグモント」序曲ヘ短調作品８４
[演奏 クルト・マズア指揮 ライプツィッヒゲヴァントハウス管弦楽団

9 分]

バッハ作曲 ヴァイオリン協奏曲第１番イ短調 BWV.1041
[演奏 ローラ・ボベスコ(vn)、コンスタンチン・ボベスコ指揮 ラジオテレビスタジオ管弦楽団
リパッティを偲ぶ バッハ作曲

主よ人の望みの喜びよ

シューベルト作曲

リスト作曲

即興曲作品９０の３

[演奏 ディヌ・リパッティ(p)

15 分]

ペトラルカのソネット １０４番

ショパン作曲 ワルツ作品３４の２

20 分]

ベートーヴェン作曲 ピアノ協奏曲第３番ハ短調作品３７
[演奏 クララ・ハスキル(p)、ヘンリー・スウォボダ指揮 ウィンテルトゥール交響楽団

37 分]

ブラームス作曲 歌曲 メロディーのように 作品１０５の１
[演奏 ハンス・ホッター(Br)、ジェラルド・ムーア(p)

3 分]

８３ 平成２８年１２月１１日
モーツァルト作曲

セレナード第１３番ト長調 K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
[演奏 イシュトヴァン・ケルテス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

モーツァルト作曲

ヴァイオリンソナタへ長調 K.547
[演奏 イングリット・ヘブラー(p)、ヘンリック・シェリング(vn)

モーツァルト作曲

10 分]

弦楽四重奏曲第２３番ヘ長調 K.590「プロシャ王第３番」
[演奏 ウェラー弦楽四重奏団

モーツァルト作曲

18 分]

ピアノソナタ第１５番ハ長調 K.545
[演奏 イングリット・ヘブラー(p)

モーツァルト作曲

17 分]

24 分]

交響曲第４１番ハ長調 K.551「ジュピター」
[演奏 カール・ベーム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

27 分]

８２ 平成２８年１０月２３日
ワーグナー作曲

楽劇「ローエングリン」第三幕より 前奏曲、結婚行進曲、ローエングリンとエルザのディアローグ
[演奏 ルドルフ・ケンペ指揮 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 ジェス・トーマス(T)、
エリザベート・グリュンマー(S)

モーツァルト作曲

クラリネット五重奏曲イ長調 K.581
[演奏 フランソワ・エティエンヌ(cl)、ヴェーグ弦楽四重奏団

ラヴェル作曲

29 分]

なき王女のためのパヴァーヌ、水の戯れ
[演奏 ロベール・カサドジュ(p)

レスピーギ作曲

15 分]

11 分]

交響詩「ローマの松」 １．ボルジア荘の松 ２．カタコンベ付近の松 ３．ジャニコロの松 ４．アッピア街道の松
[演奏 ロリン・マゼール指揮 クリーヴランド管弦楽団

21 分]

カントルーブ作曲 オーヴェルニュの歌第一集より バイレロ
[演奏 ネタニア・ダウラツ(S)、ピエール・ラ・ローシュ指揮の管弦楽団

7 分]

８１ 平成２８年８月２１日
リヒャルト・シュトラウス作曲

交響詩「英雄の生涯」作品４０
［演奏 ヘルベルト・ブロムシュテット指揮 ドレスデン・シュターツカペレ

シベリウス作曲

交響曲第２番ニ長調作品４３
［演奏 ジョージ・セル指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

８０ 平成２８年６月１９日

41分］

46分］

シューベルト作曲

歌曲集「美しき水車小屋の娘」Ｄ．７９５，作品２５より
１．さすらい ２．何処へ ３．止まれ ４．小川への感謝の歌
[演奏 ゲルハルト・ヒュッシュ（Br）
、ハンス・ウド・ミューラー(p)

ベートーヴェン作曲

12 分]

交響曲第５番ハ短調作品６７「運命」
[演奏 ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

サン・サーンス作曲

35 分]

ヴァイオリン協奏曲第３番ロ短調作品６１
[演奏 アイザック・スターン（vn）

ダニエル・バレンボイム指揮 パリ管弦楽団

29 分]

コルトーポピュラーアンコール集より
ショパン作曲 子守歌作品５７、ワルツ作品６４－１「子犬」
、ワルツ作品６４－２、ワルツ作品６９－１「告別」
ブラームス作曲 子守歌
[演奏 アルフレッド・コルトー（p） 15 分]
７９ 平成２８年４月２４日
スカルラッティ作曲

ピアノソナタハ短調Ｌ.４５７、同ハ長調Ｌ.１０４、同イ長調Ｌ.４８３
［演奏 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ（p） 9分］

モーツァルト作曲

ピアノ協奏曲第１９番ヘ長調Ｋ.４５９
［演奏 アルフレート・ブレンデル（p） ネヴィル・マリナー指揮
アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ

シューベルト作曲

27 分］

交響曲第９番ハ長調Ｄ.９４４「ザ・グレイト」 ［演奏 ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団

７８ 平成２８年３月６日
ヨゼフ・シュトラウス作曲

ワルツ「古き良き日々」作品２８
[演奏 ウィリー・ボスコフスキー（vn）
、ボスコフスキーアンサンブル

スメタナ作曲

交響詩「わが祖国」から第２曲「モルダウ」
[演奏 ヴァーツラフ・ノイマン指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

ベートーヴェン作曲
ビゼー作曲

8 分]

ピアノソナタ第２３番へ短調作品５７「熱情」

劇音楽「アルルの女」第２組曲

13 分]

[演奏 ヴィルヘルム・バックハウス（p）

[演奏 クラウディオ・アバド指揮 ロンドン交響楽団

21 分]

17 分]

ジャック・ティボー ヴァイオリンリサイタルから
ヴィターリ作曲 シャコンヌ
ヴィヴァルディ作曲 アダージオ
パラディス作曲 シチリア舞曲
[演奏 ジャック・ティボー（vn）
、タッソ・ヤノポーロ（p）

15 分]

７７ 平成２７年１２月６日
ハイドン作曲

交響曲第１０１番ニ長調「時計」 Ｈｏｂ.Ⅰ-101
［演奏 フリッツ・ライナー指揮 彼の（ｈｉｓ）交響楽団

モーツァルト作曲

30分］

交響曲第４０番ト短調Ｋ.550
［演奏 カール・ベーム指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団

ベートーヴェン作曲

27 分］

交響曲第３番変ホ長調作品 55 「英雄」
［演奏 フランツ・コンヴィチュニー指揮 ライプツィヒゲヴァントハウス管弦楽団

７６ 平成２７年１０月１８日
ロッシーニ作曲

弦楽のためのソナタ第１番ト長調
[演奏 イ・ムジチ合奏団

バッハ作曲

15 分]

無伴奏ヴァイオリンパルティータ第２番 BWV.1004
[演奏 ヨーゼフ・シゲティ（vn）

29 分]

53分］

50 分］

ドビュッシー作曲

ベルガマスク組曲からプレリュード、メヌエット、月の光
[演奏 ワルター・ギーゼキング（p）

ラフマニノフ作曲

12 分]

ピアノ協奏曲第２番ハ短調 作品 18
[演奏 アルトゥール・ルービンシュタイン（p） ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団
33 分]

ロッシーニ作曲

涙（主題と変奏イ短調）

[演奏 フランコ・ペトラッキ（cb） ブルーノ・カニーノ（p）

3 分]

７５ 平成２７年８月２３日
アルビノーニ作曲

オーボエ協奏曲 作品 7-3
[演奏 ピエール・ピエルロ（ob） クラウディオ・シモーネ指揮 イ・ソリスティ・ヴェネティ

ヘンデル作曲

8 分]

オーボエ協奏曲
[演奏 アンドレ・ラルドロ（ob） フェリックス・プロハスカ指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団

モーツァルト作曲

8 分]

ディヴェルティメント第１５番変ロ長調 K.287
[演奏 テオドール・グシュルバウアー指揮 ウィーンバロックアンサンブル

モーツァルト作曲

37 分]

オーボエ協奏曲ハ長調 K.314
[演奏 アンドレ・ラルドロ（ob） フェリックス・プロハスカ指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団

モーツァルト作曲

オーボエ四重奏曲ヘ長調 K.370

[演奏 ボスコフスキー四重奏団

18 分]

13 分]

７４ 平成２７年６月２１日
モーツァルト作曲

ショパン作曲

歌劇「フィガロの結婚」Ｋ.４９２より 序曲、小二重唱曲「三尺四尺五尺」
、
「もし奥様がお呼びの時は」
、
カンツォーネ「恋とはこんなものかしら」
[演奏 エーリッヒ・クライバー指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団、ヒルデ・ギューデン（Ｓ）
、
チェーザレ・シェピ（Ｂｓ）
、シュザンヌ・ダンコ（Ｓ）
20 分]

バラード第１番作品２３、ノクターン第５番作品１５－２
[演奏 ヴラディミール・ホロヴィッツ（p）

メンデルスゾーン作曲

15 分]

ヴァイオリン協奏曲ホ短調作品６４
[演奏 フリッツ・クライスラー（ｖｎ）
、ﾚｵ・ﾌﾞﾚｯﾋ指揮、ベルリン国立歌劇場管弦楽団

ラヴェル作曲

26 分］

逝ける王女のためのパヴァーヌ
[演奏 ピエール・モントゥー指揮、ロンドン交響楽団

アルビノーニ作曲

アダージョ

パッヘルベル作曲

カノン

6 分]

[演奏 ジャン＝フランソワ・パイヤール指揮、パイヤール室内管弦楽団

15 分]

７３ 平成２７年４月２６日
ブルックナー作曲

交響曲第４番変ホ長調「ロマンティック」から第３、４楽章
［演奏 ハンス・クナッペルツブッシュ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

マーラー作曲

［演奏 ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 Ｊ・ラスキン(S)
シベリウス作曲

28分］

交響曲第４番ト長調

交響詩「フィンランディア」作品２６

58 分］

［演奏 ジョン・バルビローリ指揮 ハルレ管弦楽団

8 分］

７２ 平成２７年３月８日
ショーソン作曲
ショパン作曲

詩曲 作品２５ [演奏 ジネット・ヌヴー（vn）
、イサイ・ドブローウェン指揮 フィルハーモニア管弦楽団

16 分]

ポロネーズ第６番変イ長調 作品５３「英雄」 前奏曲第１５番変二長調 作品２８の１５「雨だれ」
夜想曲第２番変ホ長調 作品９の２

ベートーヴェン作曲

夜想曲第５番嬰ヘ長調 作品１５の２

[演奏 サンソン・フランソワ（p） 20 分]

クラリネット三重奏曲変ロ長調 作品１１「街の歌」
[演奏 ジャクリーヌ・デュ・プレ（vc）
、ジェルヴァーズ・ドゥ・ペイエ（cl）
、Ｄ・バレンボイム（p） 19 分]

ヴィヴァルディ作曲

協奏曲集 作品８「四季」から第１番「春」
、第２番「夏」

[演奏 ジョン・コリリアーノ(vn)、グイド・カンテッリ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団

22 分]

７１ 平成２６年１２月１４日
モーツァルト作曲

セレナード第１３番ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
［演奏 ルイ・オーリアコンブ指揮 トゥールーズ室内管弦楽団

ベートーヴェン作曲

18分］

交響曲第９番ニ短調作品 125 「合唱」

［演奏 フランツ・コンヴィチュニー指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 インゲボルク・ヴェングロール（S）
、
ウルズラ・ゾレンコプフ（A）
、ハンス・ヨアヒム・ロッチュ（T）
、テオ・アダム（Bs）

70分］

７０ 平成２６年１０月１９日
メンデルスゾーン作曲

劇音楽「真夏の夜の夢」作品６１より ノクターン、結婚行進曲
[演奏 ペーター・マーク指揮 ロンドン交響楽団

Ｊ．Ｓ．バッハ作曲

12 分]

２つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 BWV.1043

[演奏 ヘンリック・シェリング（vn と指揮）
、ペーター・リバール（vn） ウィンタートゥール音楽院管弦楽団
ビゼー作曲

交響曲ハ長調

[演奏 トーマス・ビーチャム指揮 フランス国立ラジオ交響楽団
[演奏 フリードリヒ・グルダ(p)

16 分]

25 分]

モーツァルト作曲

ピアノソナタ第１５番ハ長調 K.545

13 分]

モーツァルト作曲

交響曲第３３番変ロ長調 K.319 ［演奏 イシュトヴァン・ケルテス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 20 分]

６９ 平成２６年８月２４日
ブラームス作曲

交響曲第１番ハ短調作品６８から第４楽章
（演奏 ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

チャイコフスキー作曲
ドヴォルザーク作曲

17 分）

交響曲第４番ヘ短調作品３６ （演奏 ジョージ・セル指揮 ロンドン交響楽団

41 分）

交響曲第９番ホ短調作品９５ 「新世界より」（演奏 イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団

44 分）

６８ 平成２６年６月２２日
ベートーヴェン作曲

ピアノ・ソナタ第１４番嬰ハ短調 作品２７-２ 「月光」

ベートーヴェン作曲

[演奏 エミール・ギレリスのピアノ

16 分]

ロマンス第２番ヘ長調 作品５０

[演奏 ヨゼフ・スーク（vn）
、ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ
シューベルト作曲
シューマン作曲
ショパン作曲

１２のドイツ舞曲（レントラー） Ｄ．７９０

[演奏 イェルク・デムスのピアノ

子供の情景 作品１５（全１３曲） [演奏 イングリット・ヘブラーのピアノ

７分]

10 分]

18 分]

ノクターンより第１番変ロ短調作品９-１、第２番変ホ長調作品９-２、第３番ロ長調作品９-３、第４番ヘ長調作品１５-１、
第５番嬰ヘ長調作品１５-２、第６番ト短調作品１５-３

[演奏 クラウディオ・アラウのピアノ

32 分]

６７ 平成２６年４月２０日
ヨハン・クリスティアン・バッハ作曲

シンフォニア 「ルーチョシッラ」

（演奏 エドゥアルト・ファン・ベイヌム指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
モーツァルト作曲
ハイドン作曲

10 分）

交響曲第３１番ニ長調 Ｋ．２９７ 「パリ」 （演奏 カール・ベーム指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 19 分）
交響曲第１０４番ニ長調 「ロンドン」 Ｈｏｂ．Ⅰ-１０４
（演奏 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ベートーヴェン作曲

25 分）

交響曲第５番ハ短調 作品６７ 「運命」
（演奏 カルロス・クライバー指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

33 分）

６６ 平成２６年３月２日
ヘンデル作曲

合奏協奏曲第１番変ロ長調作品３の１

ベートーヴェン作曲

[演奏 ローランドワット指揮パリ・コレギウムムジクム合奏団

ヴァイオリン・ソナタ第５番ヘ長調作品２４ 「春」
[演奏 アルチュール・グリュミオー（vn）
、クララ・ハスキル（p）

シューベルト作曲

23 分]

軍隊行進曲ニ長調Ｄ．733、大ロンドイ長調Ｄ．951、二つの性格的な行進曲Ｄ．866
[演奏 パウル・バドゥラ＝スコダとイェルク・デムスのピアノ連弾

27 分]

10 分]

リヒャルト・シュトラウス作曲

交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」
[演奏 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

15 分]

ドイツ歌曲集 「二人のてき弾兵」
（シューマン作曲）
、 「セレナード」
（シューベルト作曲）
、
「楽に寄す」
（同）
、
「菩提樹」
（同）
[演奏 エーリッヒ・クンツ（Br）
、アントン・パウリク指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団及び合唱団

13 分]

６５ 平成２５年１２月１５日
モーツァルト作曲

フルート協奏曲第２番ニ長調 Ｋ.３１４
（演奏 テオドール・グシュルバウアー指揮、ジャン・ピエール・ランパルのフルート、ウィーン交響楽団

アイヴズ作曲

21 分）

ピアノソナタ第２番「マサチューセッツ州コンコード」より １ エマソン、２ ホーソーン
（演奏 カリッシュのピアノ

ブリテン作曲

30 分）

組曲「マチネ・ミュージカル」 作品２４、同「ソワレ・ミュージカル」作品９
（演奏 ロベルト・ツェラー指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団

ヴィヴァルディ作曲

27 分）

ヴァイオリン協奏曲集「四季」から第４番「冬」作品８－４

（演奏 イタリア合奏団

10 分）

６４ 平成２５年１０月２０日
アルビノーニ作曲

オーボエ、弦楽と通奏低音のための５声の協奏曲ニ短調作品 9-2

モーツァルト作曲

交響曲第３６番ハ長調 Ｋ．425 「リンツ」

[演奏 ジャック・シャンボンのオーボエ、カール・リステンパルト指揮ザール放送室内管弦楽団

[演奏 イシュトバン・ケルテス指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
ベートーヴェン作曲

６つのバガテル 作品 126

ベートーヴェン作曲

「エリーゼのために」 イ短調

ショパン作曲

[演奏 ウイルヘルム・ケンプのピアノ

12 分]

24 分]
15 分]

[演奏 ウイルヘルム・ケンプのピアノ

3 分]

バレエ音楽「レ・シルフィード」
[演奏 アナトール・フィストラーリ指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

26 分]

６３ 平成２５年８月１８日
ハイドン作曲

交響曲第１０１番ニ長調 「時計」 Hob.Ⅰ-101
（演奏 ピエール・モントゥー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウェーバー作曲

26分）

クラリネット協奏曲第１番ヘ短調 作品 73
（演奏 イェルク・フェルバー指揮 ヴュルテンベルク室内管弦楽団

ベルリオーズ作曲

幻想交響曲 作品 14

21 分）

（演奏 アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団

49 分）

６２ 平成２５年６月２３日
ヴィヴァルディ作曲

協奏曲集「和声と創造への試み」から第５番「海の嵐」作品８の５
[演奏 フェリックス・アーヨのヴァイオリン、イ・ムジチ合奏団

モーツァルト作曲

ピアノ・ソナタ第８番イ短調 Ｋ．310

9 分]

[演奏 ディヌ・リパッティのピアノ

モーツァルト作曲

協奏交響曲変ホ長調 Ｋ．364

ディーリアス作曲

北国のスケッチ 1 秋 2 冬景色 3 舞曲 4 森と牧場と静かな荒野

14 分]

[演奏 パトリス・フォンタナローザのヴァイオリン、ブルーノ・パスキエのヴィオラ、
ヘルムート・ミューラー・ブリューゲル指揮ケルン室内合奏団

[演奏 チャールズ・グローヴズ指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
ディーリアス作曲

夏の踊り

30 分]

27 分]

[演奏 チャールズ・グローヴズ指揮ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

10 分]

６１ 平成２５年４月２１日
ヴィヴァルディ作曲

ヴァイオリン協奏曲集「四季」から「春」ホ長調作品８の１、同「夏」ト短調作品８の２
[演奏 イタリア合奏団

ハイドン作曲
モーツァルト作曲

21 分]

弦楽四重奏曲第３９番ハ長調作品３３の３「鳥」

[演奏 ウェラー弦楽四重奏団

19 分]

ピアノ協奏曲第２７番変ロ長調 Ｋ．595
[演奏 クリフォード・カーゾン（p）、ベンジャミン・ブリテン指揮イギリス室内管弦楽団

32 分]

プッチーニ作曲

「蝶々夫人」から「ある晴れた日に」
、
「トスカ」から「歌に生き、愛に生き」
[演奏 レナータ・テバルディ（S）、セラフィン指揮国立ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団

8 分]

マルティーニ作曲 「愛の喜びは」
、ヘンデル作曲 「クセルクセス」から「懐かしい木陰」
[演奏 レナータ・テバルディ（S）、ボニング指揮ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

8 分]

６０ 平成２５年２月２４日
バッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンによるメヌエット集
シューベルト作曲

（演奏 アマデウス室内管弦楽団

22 分）

ヴァイオリンと室内管弦楽団のためのポロネーズ Ｄ.580

（演奏 スザンネ・ラウテンバッヒャーのヴァイオリン、イェルク・フェルバー指揮ヴィルテンベルク室内管弦楽団
モーツァルト、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ショパンによる ピアノ名曲集
ベートーヴェン作曲

７分）

（演奏 アリシア・デ・ラローチャのピアノ

28 分）

交響曲第２番ニ長調 作品３６
（演奏 フランツ・コンヴィチュニー指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

33 分）

５９ 平成２４年１２月１６日
モーツァルト作曲
ショパン作曲
フォスター作曲

喜遊曲第１７番ニ長調 Ｋ．３３４

［演奏 ウィーン八重奏団員

ノクターン第１番～第６番（作品９の１～１５の３）

42 分］

［演奏 クラウディオ・アラウのピアノ

31 分］

「金髪のジェニー」、「草競馬」、「懐かしきケンタッキーの我が家」、「おお、スザンナ」、
「オールド・ブラック・ジョー」、「故郷の人々」、「バンジョーをかき鳴らせ」、「夢見る佳人」
［演奏 ロジェー・ワーグナー指揮、ロジェー・ワーグナー合唱団、キャピトル交響楽団

25分］

５８ 平成２４年１０月２１日
シューマン作曲
ラロ作曲

幻想小曲集 作品１２

［演奏 アルトゥール・ルービンシュタインのピアノ

28 分］

スペイン交響曲 作品２１
［演奏 アイザック・スターンのヴァイオリン、ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団

43分］

日本の歌 「おぼろ月夜」、「あわて床屋」、「ちんちん千鳥」、「お菓子と娘」、「小諸なる古城のほとり」、「中国地方の子守唄」
［演奏 鮫島有美子のソプラノ、ヘルムート・ドイチュ（p）

20分］

５７ 平成２４年８月１９日
チャイコフスキー作曲

交響曲第６番ロ短調作品７４「悲愴」
［演奏 ジャン・マルティノン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 45分］

メンデルスゾーン作曲 「真夏の夜の夢」組曲作品６１から 序曲、スケルツォ、夜想曲、間奏曲、結婚行進曲
［演奏 ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団

30分］

シューベルト作曲 「楽に寄す」Ｄ.547、「夕映えに」Ｄ.799、「セレナーデ」Ｄ.957-4
［演奏 ハンス・ホッター（Br）
、ジェラルド・ムーア（p）

12 分］

５６ 平成２４年６月１７日
ヘンデル作曲

ハープ協奏曲 変ロ長調 作品 4-6
[演奏 ルイ・オーリアコンブ指揮 リリー・ラスキーヌ（hp）
、トゥールーズ室内管弦楽団

モーツァルト作曲 交響曲第２５番 ト短調 K.183
シューベルト作曲 ます Ｄ.550

[演奏 オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団

[演奏 フリッツ・ヴンダーリッヒ（T）、フーベルト・ギーゼン（p）

14 分]
19 分]

2 分]

シューベルト作曲 ピアノ五重奏曲 イ長調 Ｄ.667 「ます」
[演奏 スヴィアトスラフ・リヒテル（p）、ボロディン弦楽四重奏団員、ゲオルグ・ヘルトナーゲル（cb）
スメタナ作曲 交響詩「わが祖国」から「モルダウ」

44 分]

[演奏 バツラフ・ノイマン指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 13 分]

５５ 平成２４年４月２２日
ヴィヴァルディ作曲

オーボエ協奏曲二短調 作品８－９
（演奏 ハインツ・フォリガーのオーボエ、ヴィットリオ・ネグリ指揮 ドレスデン国立管弦楽団員

9 分）

モーツァルト作曲 クラリネット五重奏曲イ長調 Ｋ.５８１ （演奏 レジナルド・ケルの cl、ファイン・アーツ弦楽四重奏団
リムスキー・コルサコフ作曲

30 分）

交響組曲「シェエラザード」 作品３５から 第１楽章「海とシンドバッドの船」
、第２楽章「カレンダー
王子の物語」 （演奏 ヘルマン・シェルヘン指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団

23 分）

シューベルト作曲 交響曲第５番変ロ長調 Ｄ.４８５（演奏 イシュトヴァン・ケルテス指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 27 分）
５４ 平成２４年２月１９日
エロルド作曲

歌劇「ザンパ」序曲

（演奏 アルベール・ヴォルフ指揮 パリ音楽院管弦楽団

モーツァルト作曲 弦楽四重奏曲第１９番ハ長調「不協和音」 Ｋ.４６５

8 分）

（演奏 イタリア弦楽四重奏団

33 分）

モーツァルト作曲 ピアノ協奏曲第２０番ニ短調 Ｋ.４６６
（演奏 クララ・ハスキルのピアノ、イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団

30 分）

ベートーヴェン作曲 ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第１番ト長調 作品４０、同第２番ヘ長調 作品５０
（演奏 カール・ズスケのヴァイオリン、ハインツ・ボンガルツ指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

16 分）

５３ 平成２３年１２月１８日
レオポルド・モーツァルト作曲 音楽のそりすべり （演奏 エドワルド・メルクス合奏団

23 分）

モーツァルト パントマイムのためのバレー音楽「レ・プティリアン」
（演奏 ボスコフスキー指揮 ウィーン・モーツァルト合奏団
タレーガ作曲 アルハンブラの想い出
アルベニス作曲 グラナダ

（演奏 セゴヴィアのギター

（演奏 セゴヴィアのギター

21 分）

5 分）

5 分）

日本の名歌 「浜千鳥」
、
「椰子の実」
、
「浜辺の歌」
、
「ゆりかご」
、
「平城山」
、
「叱られて」
、
「初恋」
、
「宵待草」
（演奏 中沢桂のソプラノ、三浦洋一のピアノ

21 分）

ラヴェル作曲 ボレロ （演奏 アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団

16 分）

５２ 平成２３年１０月１６日
ショパン作曲

ピアノ協奏曲第２番へ短調作品２１
（演奏 クララ・ハスキルのピアノ イーゴリ・マルケヴィッチ指揮 コンセール・ラムルー管弦楽団

32 分）

マルティーニ 愛のよろこびは （演奏 ヴァディム・ヴォリソフスキーのヴィオラ・ダモーレ マリア・ネメノーヴァのピアノ
ブラームス作曲 交響曲第１番ハ短調作品６８（演奏 ジョン・バルビローリ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

6 分）

49 分）

５１ 平成２３年８月２８日
ヘンデル作曲

ヴァイオリン・ソナタ第４番ニ長調 作品１の１３ （演奏 ローラ・ボベスゴ、ジャック・ジャンティ

13 分）

フランチシェク・ベンダ作曲 ヴァイオリン・ソナタイ長調、同ヘ長調、同イ短調、同ト長調
（演奏 ヴァーツラフ・スニーテル、ゾルカ・ジホーヴァ
ハイドン作曲

弦楽四重奏曲ハ長調 作品７６の３ 「皇帝」 （演奏 タートライ四重奏団

35 分）

17 分）

ベートーヴェン作曲 交響曲第１番ハ長調 作品２１ （演奏 ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団

27 分）

５０ 平成２３年６月１９日
バッハ作曲

オーボエ・ダモーレ協奏曲イ長調 BWV.1055（演奏 ヘルムート・ヴィンシャーマン指揮 ドイツ・バッハゾリステン

レオポルト・モーツァルト作曲 おもちゃの交響曲 （演奏 イェルク・フェルバー指揮 ヴュルテンベルグ室内管弦楽団

10 分）

シューマン作曲 交響曲第３番変ホ長調 作品 97 「ライン」
（演奏 ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 ドレスデン国立管弦楽団
チャイコフスキー作曲 ピアノ協奏曲第１番変ロ長調 作品 23
（演奏 スヴィアトスラヴ・リヒテル ムラヴィンスキー指揮 レニングラード交響楽団
４９ 平成２３年４月１７日
バッハ、ヘンデル、ハイドン、ボッケリーニほか作曲 メヌエット集 （演奏 アマデウス室内管弦楽団

18 分）

モーツァルト作曲 交響曲第３９番変ホ長調 K.543 （演奏 ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団

25 分）

ベルリオーズ作曲 劇的物語「ファウストの劫罰」 作品 24 から３曲（ラコッツィ行進曲、妖精の踊り、鬼火のメヌエット）
（演奏 アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ国立歌劇場管弦楽団

12 分）

17 分）

34 分）

27 分）

ウェーバー作曲 舞踏への勧誘 作品 65 （演奏 アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団

11 分）

ドヴォルザーク作曲 弦楽四重奏曲第６番ヘ長調 作品 96 「アメリカ」 （演奏 ヴラフ弦楽四重奏団

24 分）

４８ 平成２３年２月２０日
ベートーヴェン マンドリンとチェンバロのためのアンダンテと変奏曲ニ長調 作品 44-2
（演奏 ヤーコプ・トーマス、ギュンター・クリンガー9 分）
リスト作曲

バッハの主題による幻想曲とフーガ S.529 （演奏 アルフレッド・ブレンデル

12 分）

リスト作曲 「詩的で宗教的な調べ」 S.173 から第３曲「孤独の中の神の祝福」 （演奏 アルフレッド・ブレンデル
ドヴォルザーク作曲
カントルーブ編

17 分）

チェロ協奏曲ロ短調 作品 104 （演奏 ピエール・フルニエ、ジョージ・セル指揮ベルリン・フィル

39 分）

オーヴェルニュの歌から「バイレロ」 （演奏 ネタニヤ・ダヴラツ、ピエール・ラ・ロシュ指揮の管弦楽団

7 分）

４７ 平成２２年１２月１９日
ヴィヴァルディ作曲 ブロックフレーテ、オーボエ、ヴァイオリン、ファゴットと通奏低音のための協奏曲ニ長調
（演奏 フランス・ブリュッヘン、グスタフ・レオンハルトほか

11 分）

モーツァルト作曲 フルートとハープのための協奏曲ハ長調 K.299
（演奏 オーレル・ニコレ、シュタイン、カール・リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管弦楽団
モーツァルト作曲 弦楽五重奏曲第６番変ホ長調 K.614 （演奏 ブダペスト弦楽四重奏団、トランプラー
シューマン作曲

子供の情景 作品 15

ヨハン・シュトラウス作曲

（演奏 クララ・ハスキル

28 分）

23 分）

17 分）

ワルツ「ウィーンの森の物語」 作品 325 （演奏 ボスコフスキー指揮 ウィーン・フィル

11 分）

４６ 平成２２年１０月１７日
シューベルト作曲

ピアノ五重奏曲 イ長調 D.667 「ます」

（演奏 ヤン・パネンカ スメタナ四重奏団員 ほか

グリーグ作曲 抒情小曲集より １０曲 （作品 12 の 1 ほか） （演奏 エミール・ギレリスのピアノ

37 分）

28 分）

シューベルト作曲 交響曲第８番 ロ短調 D.759 「未完成」 （演奏 ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団

23 分）

４５ 平成２２年８月２９日
バッハ作曲 ブランデンブルク協奏曲 第６番 変ロ長調 BWV.1051 （演奏 カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ管弦楽団
ハイドン作曲 弦楽四重奏曲 ニ長調 作品 76-5 「ラルゴ」 （演奏 タートライ四重奏団

17 分）

19 分）

ショパン作曲 夜想曲集より５曲 作品 9-1、2、3 作品 15-1、2 （演奏 アルトゥール・ルービンシュタイン

25 分）

ワーグナー作曲 舞台祭典劇 「ニーベルングの指輪」から３曲 「ワルキューレの騎行」
、
「神々のヴァルハラへの入場」
、
「ヴォータンの告別と魔の炎の音楽」
（演奏 ゲオルク・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

23 分）

４４ 平成２２年４月１８日
モーツァルト作曲 ピアノ・ソナタ 第１１番 イ長調 K.331 （演奏 リリー・クラウスのピアノ
ベートーヴェン作曲 セレナード ニ長調 作品 8 （演奏 ドレスデンカンマーゾリステン

21 分）

28 分）

ドヴォルザーク作曲 スラヴ舞曲集 第２集 作品 72 （演奏 ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団

34 分）

４３ 平成２２年２月２１日
ベートーヴェン作曲 ピアノ・ソナタ第８番ハ短調 作品 13 「悲愴」 （演奏 エミール・ギレリスのピアノ

20 分）

ドヴォルザーク作曲 弦楽のためのセレナーデ ホ長調 作品 22 （演奏 レイモンド・レパード指揮 イギリス室内管弦楽団

23 分）

メンデルスゾーン作曲 交響曲第３番イ短調 作品 56 「スコットランド」
（演奏 オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団

42 分）

４２ 平成２１年１２月２０日
コレルリ
合奏協奏曲 作品 6-8 「クリスマス」 （演奏 コレギウム・アウレウム合奏団
14 分）
ヴィヴァルディ
ヴァイオリン協奏曲集「四季」から「冬」へ短調 作品 8-4
（演奏 ファザーノ指揮 ローマ合奏団
9 分）
ディッタースドルフ
コントラバス協奏曲ホ長調
（演奏 シュトライヒャー（cb）ドゥシュルバウアー指揮 ウィーンバロックアンサンブル
17 分）
モーツァルト
ディベルティメント第 10 番へ長調 K.247 （演奏 ウィーン八重奏団員
30 分）
レスピーギ
リュートのための古風な舞曲とアリア 第３組曲 （演奏 アンタル・ドラティ指揮 フィルハーモニア・フンガリカ 18 分）
４１ 平成２１年１０月１８日
モーツァルト

交響曲第４１番ハ長調 K.551 「ジュピター」

（演奏 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
28 分）
モーツァルト
フルート四重奏曲第１番ニ長調 K.285 （演奏 オーレル・ニコレ モーツァルト弦楽三重奏団
14 分）
ベートーヴェン
交響曲第６番へ長調作品 68 「田園」
（演奏 エーリッヒ・クライバー指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団
42 分）
４０ 平成２１年８月９日
バッハ作曲

二つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 BWV.1043 （演奏 ナタン・ミルシテイン エリカ・モリーニ ほか

16 分）

メンデルスゾーン作曲 ヴァイオリン協奏曲ホ短調 作品 64
（演奏 レオニード・コーガン コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団
ドヴォルザーク作曲

交響曲第８番ト長調 作品 88

27 分）

（演奏 ヴァーツラフ・ノイマン指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

40 分）

３９ 平成２１年６月１４日
ヘンデル作曲

水上の音楽 HWV.348～350

（演奏 ジョージ・セル指揮 ロンドン交響楽団

19 分）

ハイドン作曲 弦楽四重奏曲ニ長調作品 64-5 「ひばり」

（演奏 エオリアン弦楽四重奏団

18 分）

チャイコフスキー作曲 バレエ 「白鳥の湖」 作品 20 から

（演奏 ピエール・モントゥー指揮 ロンドン交響楽団

46 分）

３８ 平成２１年４月１９日
モーツァルト作曲 ホルン協奏曲 第３番 変ホ長調 K.447
（演奏 デニス・ブレイン ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団

16 分）

ベートーヴェン作曲 ヴァイオリン・ソナタ 第５番 ヘ長調 作品 24 「春」
（演奏 ワンダ・ウィルコミルスカ アントニオ・バルボーザ
チャイコフスキー作曲 弦楽セレナード ハ長調 作品 48
レスピーギ作曲

組曲 「鳥」

22 分）

（演奏 レイモンド・レッパード指揮 イギリス室内管弦楽団

（演奏 イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団

30 分）

19 分）

３７ 平成２１年２月２２日
スメタナ作曲
マーラー作曲

弦楽四重奏曲 第１番 ホ短調 「わが生涯より」
交響曲 第１番 ニ長調 「巨人」

（演奏 スメタナ弦楽四重奏団

28 分）

（演奏 ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団

52 分）

３６ 平成２０年１２月２１日
ハイドン作曲

交響曲第９４番ト長調 「驚愕」 Hob.Ⅰ-94

（演奏 ピエール・モントゥー指揮 ウィーン交響楽団

21 分）

シューベルト作曲 劇音楽 「キプロスの女王ロザムンデ」 Ｄ．797
（演奏 カール・ミュンヒンガー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ウィーン国立歌劇場合唱団
パッヘルベル作曲

カノン （三声のカノンとジーグニ長調から） （演奏 ルイ・オーリアコンブ指揮 トゥールーズ管弦楽団

58 分）
5 分）

３５ 平成２０年１０月１９日
ハイドン作曲

チェロ協奏曲第２番ニ長調 Ｈｏｂ．Ⅶｂ-2
（演奏 ジャクリーヌ・デュ・プレ ジョン・バルビローリ指揮 ロンドン交響楽団

ロッシーニ作曲 弦楽のためのソナタ集から 第１番ト長調、第２番イ長調
ベートーヴェン作曲

30 分）

（演奏 サルヴァトーレ・アッカルドほか

26 分）

ピアノ協奏曲第３番ハ短調 作品 37
（演奏 フリードリヒ・グルダ ホルスト・シュタイン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

３４ 平成２０年８月１７日
モーツァルト作曲

セレナード 第１０番 変ロ長調 K.361「グラン・パルティータ」
（演奏 エド・デ・ワールト指揮 オランダ管楽合奏団 48 分）

ベートーヴェン作曲

弦楽四重奏曲 第７番 ヘ長調 作品 59-1「ラズモフスキー第１番」

（演奏 ヴラフ四重奏団

42 分）

３３ 平成２０年６月１５日
モーツァルト作曲

ディベルティメント 変ホ長調 K.563

（演奏 パスキエ弦楽三重奏団

39 分）

シューベルト作曲 五つのドイツ舞曲

（演奏 パウル・アンゲラー指揮 ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団

ビゼー作曲

（演奏 ジャン・マルティノン指揮 フランス国立管弦楽団

交響曲 第１番 ハ長調

27 分）

15 分）

33 分）

ショパン作曲 幻想即興曲 嬰ハ短調 作品 66

（演奏 アルトゥール・ルービンシュタイン

5 分）

３２ 平成２０年４月２０日
テレマン作曲

組曲ハ長調 「ハンブルクの潮の満干」

（演奏 ローランドワット指揮 パリ・コレギウム・ムジクム

シューベルト作曲 ピアノ・ソナタ第２１番 変ロ長調 D.960 （演奏 クララ・ハスキル
モーツァルト作曲

20 分）

31 分）

ピアノ協奏曲第２１番 ハ長調 K.467
（演奏 ロベール・カサドシュのピアノ ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団

28 分）

３１ 平成２０年２月２４日
バッハ作曲

トリオ・ソナタ ト長調 BWV. 1038

（演奏 オーレル・ニコレ ヨセフ・スーク ほか

バッハ作曲

モテット 「主に向かいて新しき歌をうたわん」 BWV.225

8 分）

（演奏 クルト・トーマス指揮 ライプツィヒ聖トマス教会聖歌隊 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団員
シューベルト作曲 弦楽四重奏曲 第１４番 ニ短調 Ｄ．810 「死と乙女」 （演奏 イタリア弦楽四重奏団
グラナドス作曲

スペイン舞曲集 作品 37 から 第 1 番～第 6 番

１5 分）

35 分）

（演奏 アリシア・デ・ラローチャのピアノ

26 分）

３０ 平成１９年１２月１６日
バッハ作曲

カンタータ第 61 番 「いざ来たれ、異教徒の救い主よ」

BWV.61

（演奏 カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ

管弦楽団 ミュンヘン・バッハ合唱団 ペーター・シュライヤー エディト・マティスほか
モーツァルト作曲 クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581
アドルフ・アダン作曲

バレエ 「ジゼル」 から 前半

（演奏 スメタナ四重奏団 ウラディミール・ルジーハ

19 分）

30 分）

（演奏 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィル

28 分）

２９ 平成１９年１０月２１日
ハイドン作曲

交響曲第 82 番 ハ長調 「くま」 Hob.Ⅰ-82

（演奏 クルト・ザンデルリンク指揮 ベルリン交響楽団

27 分）

ドヴォルザーク作曲 スラヴ舞曲集 作品 46 及び 作品 72 から 第 1 曲～第 7 曲、第 10 曲
（演奏 ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団

36 分）

リヒャルト・シュトラウス作曲 最後の４つの歌 AV.150
（演奏 エリザベート・シュヴァルツコップのソプラノ ジョージ・セル指揮 ベルリン放送交響楽団

23 分）

２８ 平成１９年８月１９日
バッハ作曲

マタイ受難曲 BWV. 244 から 第 64 曲～第 73 曲

（演奏 カール・リヒター指揮 ミュンヘン・バッハ合唱団 ミュンヘン・バッハ管弦楽団 エルンスト・ヘフリガー ほか
モーツァルト作曲

ピアノソナタ第９番 ニ長調 K.311

（演奏 イングリット・ヘブラーのピアノ

25 分）

17 分）

モーツァルト作曲 モテット 「踊れ、喜べ、幸いなる魂よ」 K.165
（演奏 ベルンハルト・クレー指揮 ドレスデン国立管弦楽団 エディト・マティス
ベートーヴェン作曲 七重奏曲 変ホ長調 作品 20 から第 1～3 楽章

15 分）

（演奏 ウィーン・フィルハーモニー室内アンサンブル 23 分）

２７ 平成１９年６月１７日（日）
バッハ作曲

前奏曲とフーガ イ長調 BWV. 536

（演奏 ヘルムート・ヴァルヒャのオルガン

バッハ作曲

ブランデンブルグ協奏曲第４番 ト長調 BWV.1049

6 分）

（演奏 ゲルハルト・ボッセ指揮 ライプツィッヒ・ゲヴァントハウス・バッハ管弦楽団

16 分）

モーツァルト作曲 歌劇 「魔笛」 K.620 から 第１幕第 12 場～第 16 場
（演奏 カール・ベーム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 フリッツ・ヴンダーリッヒ ハンス・ホッターほか
ベートーヴェン作曲

ピアノソナタ第１５番 ニ長調 作品 28 「田園」

26 分）

（演奏 アルフレート・ブレンデルのピアノ 25 分）

２６ 平成１９年４月２２日（日）
バッハ作曲

フルートと通奏低音のためのソナタ ホ短調 BWV. 1034（演奏 オーレル・ニコレ カール・リヒター ヨハネス・フィンク ）

バッハ作曲

リュート組曲 ホ短調 BWV.996

（演奏 ナルシソ・イエペスのバロック・リュート

モーツァルト作曲 弦楽三重奏のためのディベルティメント変ホ長調 K.563 から 第４、５、６楽章

16 分）

（演奏 アイザック・スターン ピンカス・ズーカーマン Ｌ・ローズ
ベートーヴェン作曲

20 分）

ミサ・ソレムニス ニ長調 作品 123 から キリエ、グローリア

（演奏 ヴォルフガング・ゲネンヴァイン指揮 コレギウム・アウレウム 南ドイツ・マドリガルコール ほか

25 分）

２５ 平成１９年２月１８日（日）
バッハ作曲

前奏曲とフーガ ハ長調 BWV. 547

（演奏 パワー・ビッグスのオルガン

14 分）

バッハ作曲 ブランデンブルグ協奏曲第２番 へ長調 BWV.1047
（演奏 グスタフ・レオンハルト指揮 フランス・ブリュッヘン アンナー・ビルスマ シギスヴァルト・クイケンほか

１2 分）

モーツァルト作曲 大ミサ曲 ハ短調 K.427 から キリエ、グローリア
（演奏 ミシェル・コルボ指揮 リスボン・グルベンキアン管弦楽団及び合唱団
ベートーヴェン作曲 交響曲第４番 変ロ長調 作品 60

32 分）

（演奏 カール・ベーム指揮 ウィーン・フィルハーモニー管絃楽団

35 分）

２４ 平成１８年１２月１７日（日）
バッハ作曲 クリスマス・オラトリオ BWV.248 から 第４部
（演奏 アーノンクール指揮 ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス ウィーン少年合唱団 ほか

25 分）

モーツァルト作曲 ピアノ協奏曲第１３番 ハ長調 K.415
（演奏 アルフレート・ブレンデルのピアノ ネヴィル・マリナー指揮アカデミー室内管弦楽団
ベートーヴェン作曲

弦楽四重奏曲第１２番 変ホ長調 作品 127

（演奏 バルトーク弦楽四重奏団

28 分）

34 分）

２３ 平成１８年１０月２２日（日）
バッハ作曲

カンタータ第７８番 「イエスよ、汝我が魂を」BWV.78

（演奏 カール・リヒター指揮 アンスバッハ・バッハ週間管弦楽団ミュンヘン・バッハ合唱団 ヘルタ・テッパーほか
モーツァルト作曲 交響曲第４０番 ト短調 K.550
ベートーヴェン作曲

（演奏 コレギウム・アウレウム合奏団

ピアノ・ソナタ第１１番 変ロ長調 作品 22

26 分）

28 分）

（演奏 アルフレート・ブレンデル

23 分）

２２ 平成１８年８月２０日（日）
バッハ作曲

トッカータ、アダージョとフーガ ハ長調 BWV 564

（演奏 ヘルムート・ヴァルヒャのオルガン

バッハ作曲

カノン風変奏曲 「高き空より我は来たれり」 BWV 769

15 分）

（演奏 ヘルムート・ヴァルヒャのオルガン

11 分）

モーツァルト作曲 フルート協奏曲第１番 ト長調 K.313
（演奏 ヴェルナー・トリップのフルート
ベートーヴェン作曲

序曲 「エグモント」 作品 84

ベートーヴェン作曲

歌曲集 「はるかな恋人に」 作品 98

カール・ベーム指揮 ウィーン・フィルハーモニー管絃楽団

27 分）

（演奏 ジョージ・セル指揮 ウィーン・フィルハーモニー管絃楽団 8 分）
（演奏 ディートリッヒ・フィッシャーディスカウの独唱 13 分）

２１ 平成１８年６月１８日（日）
バッハ作曲

二つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 BWV.1043

（演奏 ヘンリク・シェリングとモーリス・アッソンのヴァイオリン ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団

15 分）

ヘンデル作曲 オラトリオ 「メサイア」 HWV.56 から第 35 曲～第 44 曲
（演奏 カール・リヒター指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団ほか

26 分）

モーツァルト作曲 セレナードト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
（演奏 ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団
ベートーヴェン作曲 ピアノ・ソナタ第 11 番変ロ長調 作品 22

16 分）

（演奏 アルフレート・ブレンデル

23 分）

２０ 平成１８年４月３０日（日）
バッハ作曲

カンタータ第１４７番 「心と口と行いと生命」 ＢＷＶ．１４７
（演奏 カール・リヒター指揮 アンスバッハ・バッハ週間管弦楽団 ヘルタ・テッパーほか

モーツァルト作曲 ピアノソナタ第３番 変ロ長調 Ｋ．２８１
ベートーヴェン作曲

（演奏 イングリット・ヘブラー

ピアノ三重奏曲第７番 変ロ長調 作品９７ 「大公」

15 分）

（演奏 オイストラッフ・トリオ

35 分）

33 分）

１９ 平成１８年２月２６日（日）
バッハ作曲

平均律クラヴィーア曲集第１巻から 第１番 ＢＷＶ．８４６ ～ 第６番 ＢＷＶ．８５１
（演奏 ヘルムート・ヴァルヒャのチェンバロ

28 分）

モーツァルト作曲 ミサ曲 ハ長調 Ｋ．２２０ 「雀のミサ」
（演奏 テオドール・グシュルバウアー指揮 ウィーン・バロック合奏団 フィリップ・カイヤール合唱団
ベートーヴェン作曲

弦楽四重奏曲第１４番 嬰ハ短調 作品１３１

（演奏 ベートーヴェン弦楽四重奏団

18 分）

34 分）

１８ 平成１７年１２月２５日（日）
モーツァルト作曲 ヴァイオリン協奏曲第３番 ト長調 Ｋ．２１６
（演奏 アイザック・スターン
ベートーヴェン作曲 ピアノソナタ第３１番 変イ長調 作品１１０
バッハ作曲

ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団

（演奏 アルフレート・ブレンデル

25 分）

19 分）

クリスマス・オラトリオ ＢＷＶ．２４８ から 第３部
（演奏 レーゲンスブルグ・ドームシュパッツェン ハンスマルティン・シュナイト指揮 コレギウム・聖エメラム

25 分）

１７ 平成１７年１０月２３日（日）
バッハ作曲

ゴルトベルク変奏曲 ＢＷＶ．９８８ からアリア～第１５変奏

（演奏 グレン・グールドのピアノ

24 分）

モーツァルト作曲 ヴェスペレ （荘厳晩課） ハ長調 Ｋ．３３９
（演奏 ゲルハルト・シュミットガーデン指揮 テルツ少年合唱団 コレギウム・アウレウム合奏団
ベートーヴェン作曲

交響曲第７番イ長調

作品９２

25 分）

（演奏 カール・ベーム指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

37 分）

１６ 平成１７年８月２１日（日）
バッハ作曲

「１８のコラール」 から第３曲～第６曲 ＢＷＶ．６５３～６５６

（演奏 ヘルムート・ヴァルヒャのオルガン

25 分）

モーツァルト作曲 ピアノ協奏曲第２１番 ハ長調 Ｋ．４６７
（演奏 フリードリッヒ・グルダ クラウディオ・アバド指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ベートーヴェン作曲

歌劇「フィデリオ」

29 分）

作品７２ から 序曲、第９曲、第１０曲、第１３曲、第１５曲

（演奏 レナード・バーンスタイン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ほか

32 分）

１５ 平成１７年６月１９日（日）
バッハ作曲

カンタータ第８２番 「われは満ち足れり」 ＢＷＶ．８２
（演奏 カール・リヒター指揮 ミュンヘンバッハ管弦楽団 フィッシャー・ディースカウ

バッハ作曲 トリオ・ソナタ第３番 ニ短調 ＢＷＶ．５２７
ベートーヴェン作曲

（演奏 トン・コープマン

25 分）

15 分）

ピアノ協奏曲第５番 変ホ長調 作品７３ 「皇帝」
（演奏 フリードリッヒ・グルダ ホルスト・シュタイン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

40 分）

１４ 平成１７年４月１7 日（日）
バッハ作曲

カンタータ第 80 番 「われらが神は堅き砦」 ＢＷＶ．80 （演奏 マウエルスベルガー指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス
管弦楽団員 ライプツィヒ聖トマス教会聖歌隊 ペーター・シュライヤーほか

バッハ作曲
ハイドン作曲

ブランデンブルク協奏曲第５番 ニ長調 ＢＷＶ．１０５０

（演奏 グスタフ・レオンハルトほか

26 分）

21 分）

交響曲第１０１番 ニ長調 Ｈｏｂ．Ⅰ：１０１ 「時計」
（演奏 オイゲン・ヨッフム指揮 ロンドンフィルハーモニー管弦楽団

27 分）

１３ 平成１７年２月１３日（日）
バッハ作曲

カンタータ第３４番 「おお永遠の火、おお愛の源よ」 ＢＷＶ．３４
（演奏 カール・リヒター指揮 ミュンヘンバッハ管弦楽団 同合唱団 ペーター・シュライヤーほか

バッハ作曲

無伴奏バイオリンパルティータ第２番 ニ短調 ＢＷＶ．１００４

ベートーヴェン作曲

交響曲第８番 ヘ長調 作品９３

１２ 平成１６年１２月１２日（日）

（演奏 ヘンリク・シェリング

18 分）

27 分）

（演奏 カール・ベーム指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

27 分）

バッハ作曲

クリスマス・オラトリオ ＢＷＶ．２４８ から 第１部
（演奏 レーゲンスブルク大聖堂少年聖歌隊 マルティン・シュナイツ指揮 聖エメラム合奏団

バッハ作曲

管弦楽組曲第３番 ニ長調 ＢＷＶ．１０６８

（演奏 コレギウム・アウレウム合奏団

ベートーヴェン作曲 ピアノソナタ第３２番 ハ短調 作品１１１

29 分）

22 分）

（演奏 アルフレート・ブレンデル

26 分）

１１ 平成１６年１０月１７日（日）
バッハ作曲 無伴奏チェロ組曲第１番 ト長調 ＢＷＶ．１００７

（演奏 ピエール・フルニエ 19 分）

バッハ作曲 カンタータ第２１１番 「お喋りしないで」 ＢＷＶ．２１１（コーヒーカンタータ）
ベートーヴェン作曲

(演奏 エリー・アメリングほか 28 分)

バイオリン協奏曲 ニ長調 作品６１
（演奏 ヘンリク・シェリング、ハイティンク指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

45 分）

１０ 平成１６年８月２２日（日）
バッハ作曲

フルートと通奏低音のためのソナタ ホ長調 ＢＷＶ１０３５

ヘンデル作曲

（演奏 オーレル・ニコレ、カール・リヒターほか 13 分）

チェンバロ組曲第１巻第５番 ホ長調 「調子の良い鍛冶屋」

モーツァルト作曲 ピアノソナタ第８番 イ短調 ｋ３１０
ベートーヴェン作曲

(演奏 コーリン・ティルニー 15 分)

（演奏 エミール・ギレリス 23 分）

交響曲第５番 ハ短調 作品６７ 「運命」

（演奏 カール・ベーム指揮 ウィーンフィル 35 分）

９ 平成１６年６月２０日（日）
バッハ作曲

カンタータ第１４０番 「目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ」 （演奏

モーツァルト作曲

ピアノソナタ第１０番 ハ長調 ｋ３３０

ベートーヴェン作曲

マウエルスベルガー指揮 Ｌ・Ｇ ）

（演奏 イングリット・ヘブラー）

交響曲第３番 変ホ長調 作品５５ 「英雄」 （ベーム指揮 ウィーン・フィル）

８ 平成１６年２月１５日（日）
ベートーヴェン作曲 ピアノソナタ第８番 ハ短調 作品１３ 「悲愴」
ベートーヴェン作曲

交響曲第６番 へ長調 作品６８ 「田園」

（ベーム指揮 ウィーン・フィル）

ベートーヴェン作曲 荘厳ミサ曲 ニ長調 作品１２３ から 第４章「サンクトゥス、ベネディクトゥス」
（演奏 カール・ベーム指揮 ウィーン・フィル）
７ 平成１５年１２月１４日（日）
バッハ「クリスマス・オラトリオ第２部」
（演奏 レーゲンスブルグ・ドームシュパッツェン ハンスマルティン・シュナイト指揮 コレギウム・聖エメラムほか ）
６ 平成１５年１０月１９日（日）
バッハ、ベートーヴェン
５ 平成１５年８月１０日（日）
バッハ、ベートーヴェン
４ 平成１５年６月８日（日）
バッハなど
３ 平成１５年３月９日（日）
バッハ カンタータ第 番

（カール・リヒター）

ベートーヴェン ピアノソナタ第３０番

（ポリーニ）

２ 平成１４年１２月２２日（日）
ベートーヴェン 交響曲第９番

（ベーム指揮 ウィーン・フィル）

１ 平成１４年１１月１０日（日）
ベートーヴェン
その他アラカルト

ピアノソナタ第 14 番「月光」から

