
 2015年9月16日現在 2015年9月16日現在 2015年9月16日現在 2015年9月16日現在

日程日程日程日程 会場会場会場会場 出演者出演者出演者出演者

 （2015年）

 12/31（木）

大ホール

指揮：グイド・マンクージ

ソプラノ：アンネッテ・ダッシュ、天羽明惠

テノール：ミロスラフ・ドヴォルスキー

バリトン：ダニエル・シュムッツハルト

バリトン＆進行役：大山大輔　合唱：二期会合唱団　他

 1/1（金･祝）、2（土）、

 3（日）

大ホール

指揮：グイド・マンクージ　ソプラノ：アンネッテ・ダッシュ

テノール：ミロスラフ・ドヴォルスキー

バリトン：ダニエル・シュムッツハルト　他

 1/21（木） ブルーローズ

ソプラノ：吉田珠代、湯浅ももこ　テノール：樋口達哉

バリトン：増原英也　他 ／ ピアノ：古藤田みゆき

ナビゲーター：朝岡 聡　演出：田口道子

 2/9（火）～20（土） 大ホール

指揮・ピアノ：ダニエル・バレンボイム

管弦楽：シュターツカペレ・ベルリン

             ～ベルリン国立歌劇場管弦楽団～

 4/2（土）

 4/23（土） ブルーローズ サントリーホール オペラ・アカデミー メンバー

 5/11（水）～15（日） 大ホール

指揮：サイモン・ラトル

管弦楽：ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団　他

 5/27（金） 大ホール

指揮：小林研一郎

ソプラノ：生野やよい　テノール：笛田博昭

ヴァイオリン：瀬﨑明日香　ピアノ：小林亜矢乃

司会：朝岡 聡　合唱：武蔵野合唱団

管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

指揮：菅野由弘　舞踊：中村児太郎

ヴァイオリン：大谷康子　チェロ：堤 剛　他

オープニング　堤 剛プロデュース2016 チェロ：堤 剛　ピアノ：野平一郎

ベートーヴェン・サイクルⅠ～Ⅴ 弦楽四重奏：クァルテット・エクセルシオ

ENJOY! ウィークエンド Vol. 1～5

ヴァイオリン：渡辺玲子　ソプラノ：天羽明惠

ピアノ：小山実稚恵　チェロ：堤 剛　ハープ：吉野直子

弦楽四重奏：キュッヒル・クァルテット　他

ENJOY! ウィークエンド

マルシェ ワンコイン・コンサート＃１、２

サントリーホール室内楽アカデミー・フェロー

弦楽四重奏：ノブース・クァルテット（特別ゲスト）

ENJOY! ディスカバリーナイトⅠ～Ⅲ

ヴァイオリン：成田達輝　チェロ：横坂 源

クラリネット：吉田 誠　ピアノ：萩原麻未

ギター：大萩康司　テノール：ジョン・健・ヌッツォ

ホルン：ラデク・バボラーク　他

室内楽アカデミー ファカルティの名曲選

ヴァイオリン：池田菊衛　ヴィオラ：磯村和英

ピアノ：若林 顕　他

キュッヒル・クァルテットのシューベルティアーデ Ⅰ～Ⅲ

弦楽四重奏：キュッヒル・クァルテット

チェロ：堤 剛　ピアノ：練木繁夫　コントラバス：吉田 秀

響感のアジアⅠ～Ⅲ

ヴァイオリン：チョーリャン・リン

ヴィオラ：磯村和英　ピアノ：萩原麻未

弦楽四重奏：ノブース・クァルテット、上海クァルテット

五嶋みどりスペシャル・コンサート

 ～アクティブシニアでいるために

ヴァイオリン：五嶋みどり　ピアノ：オズガー・アイディン

 大ホール、ブルーローズ、他

 6/19（日）

 6/21（火）、23（木）、25（土）

 6/11（土）、13（月）、14（火）

 6/11（土）、25（土）

 6/17（金）、22（水）、24（金）

 6/4（土）

サントリーホール オペラ・アカデミー公演

プッチーニ：ラ・ボエーム

東芝グランドコンサート35周年特別企画

ダニエル・バレンボイム指揮シュターツカペレ・ベルリン

ブルックナー・ツィクルス

（フジテレビジョンとの共催） 【提供：株式会社東芝】

オープンハウス～サントリーホールで遊ぼう！

 6/21（火）

 6/5（日）、9日（木）、12（日）、

 15（水）、18（土）

 6/11（土）、18（土）、24（金）、25（土）

サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2016サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2016サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2016サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン 2016　　　　　　　　　　　　◎ ◎ ◎ ◎ 6月4日6月4日6月4日6月4日（（（（土土土土）～26）～26）～26）～26日日日日（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　会場会場会場会場：：：：ブルーローズブルーローズブルーローズブルーローズ（（（（全公演全公演全公演全公演））））

TDK創立80周年スペシャル

TDKオーケストラコンサート2016

サイモン･ラトル指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ベートーヴェン交響曲ツィクルス

（フジテレビジョンとの共催）【特別協賛：TDK株式会社】

オービック・スペシャル・コンサート2016

コバケンの名曲の花束

【協賛：株式会社オービック】

サントリーホール オペラ・アカデミー コンサート

サントリーホール サントリーホール サントリーホール サントリーホール 開館30周年開館30周年開館30周年開館30周年（2016（2016（2016（2016年年年年））））記念 公演一覧記念 公演一覧記念 公演一覧記念 公演一覧

公演名公演名公演名公演名

読売新聞スペシャル

サントリーホール

ジルヴェスター・コンサート2015～2016

ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

【協賛：読売新聞社】

キユーピー スペシャル

サントリーホール ニューイヤーコンサート2016

ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

【協賛：キユーピー株式会社】

菅野由弘 作曲

古代祝祭劇 太陽の記憶「卑弥呼」

シンガポール公演

（主催：エスプラネード 制作：サントリーホール）

 5/20（金）

 エスプラネード コンサートホール



出演者出演者出演者出演者

室内楽公開マスタークラス 受講：サントリーホール室内楽アカデミー・フェロー

CMGスペシャル～車いす利用者のための室内楽演奏会 未定

レインボウ21 サントリーホール デビューコンサート2016 音楽大学在学生・卒業生

レインボウ21インターナショナル

サントリーホール デビューコンサート2016

ヨン・シュー・トー音楽院（シンガポール）選抜メンバー

サントリーホール室内楽アカデミー・フェロー

フィナーレ2016

チェロ：堤 剛　ヴァイオリン：池田菊衛

ヴィオラ：磯村和英　ピアノ：若林 顕

ホルン：ラデク・バボラーク

弦楽四重奏：キュッヒル・クァルテット 他

 7/23（土） 大ホール 未定

 7/30（土）、31（日） ブルーローズ

おはなしと歌：神崎ゆう子

演奏：Music Players おかわり団

 8/22（月）、25（木） ブルーローズ

 8/27（土）、29（月） 大ホール

 8/24（水） ブルーローズ

バリトン：与那城 敬　チェロ：アンッシ・カルットゥネン

ピッコロ：カミラ・オイテンガ　他

 8/30（火） 大ホール

指揮：エルネスト・マルティネス=イスキエルド

ハープ：グザヴィエ･ドゥ・メストレ　管弦楽：東京交響楽

団

サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ第1回作品

武満 徹「ジェモー」再演

 8/26（金） 大ホール

指揮：タン･ドゥン

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団　他

第26回芥川作曲賞選考演奏会  8/28（日） 大ホール

指揮：杉山洋一

管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団

 9/13(火) 大ホール

ヴァイオリン：諏訪内晶子、有希・マヌエラ・ヤンケ

チェロ：石坂団十郎、ピアノ：江口玲

弦楽四重奏：ハーゲン･クァルテット　他

サントリーホールのオルガン・カフェ ＃3  9/19（月・祝） 大ホール オルガン：山口綾規　他

ブルーローズ 新企画応援プロジェクト 2016  9/26（月）～29（木） ブルーローズ

※音楽だけに留まらず、様々な文化・芸術が結びつい

た、新しい創作活動を応援。公募制

アークヒルズ音楽週間2016　（森ビル株式会社との共催）  10月

サントリーホール30周年記念ガラ・コンサート  10/1（土）、2（日） 大ホール

指揮：ズービン･メータ、小澤征爾

ヴァイオリン：アンネ=ゾフィー･ムター

ソプラノ：チェン･ライス

管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

大和証券グループ Presents

ズービン･メータ指揮

ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団

【特別協賛：大和証券グループ】

 10/7（金）、

 10（月･祝）、

 12（水）｢開館記念日」

大ホール

指揮：ズービン･メータ　ピアノ：ルドルフ・ブッフビンダー

管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

　（他都市公演）

　10/4(火)久留米：久留米シティプラザ

　10/5(水)広島：広島文化学園HBGホール

　10/6(木)大阪：フェスティバルホール

　10/9(日)川崎：ミューザ川崎

サントリーホール＆ウィーン・フィルの

青少年プログラム

 未定 大ホール

指揮：ズービン･メータ

管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウィーン・フィル首席奏者による公開マスタークラス  未定 ブルーローズ 未定

ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興基金

「こどもたちのためのコンサート」特別公演

～岩手・宮城・福島のこどもたちと

ウィーン・フィルメンバーによる夢の共演～

 10/16（日） 大ホール

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団メンバー

フルート：ディーター・フルーリー

宮古、仙台、郡山の子どもたち

指揮：山田和樹 他

ストラディヴァリウスコンサート2016

（日本音楽財団との共催）

公演名公演名公演名公演名 日程日程日程日程

 サントリーホール、アーク･カラヤン広場　他

 未定

 未定

サントリーホール 夏休みオルガン企画

「それいけ！オルガン探検隊」

 6/26（日）

サントリーアートキッズプログラム　いろいろドレドレ

－美術と音楽に親しむワークショップ＆コンサート－

サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ

No. 39（監修：細川俊夫）

テーマ作曲家＜カイヤ･サーリアホ＞

サントリーホール フェスティバル 2016サントリーホール フェスティバル 2016サントリーホール フェスティバル 2016サントリーホール フェスティバル 2016　　　　　　　　　　　　◎ ◎ ◎ ◎ 9月19日(月9月19日(月9月19日(月9月19日(月・・・・祝祝祝祝）～11）～11）～11）～11月26日(土月26日(土月26日(土月26日(土））））

プロデューサー：板倉康明、佐藤紀雄

サントリーサントリーサントリーサントリー芸術財団芸術財団芸術財団芸術財団サマーフェスティバル 2016サマーフェスティバル 2016サマーフェスティバル 2016サマーフェスティバル 2016　　　　　　　　　　　　◎ ◎ ◎ ◎ 8月22日(月8月22日(月8月22日(月8月22日(月）～8）～8）～8）～8月30日(火月30日(火月30日(火月30日(火））））

ザ・プロデューサー シリーズ

 6/6（月）、7（火）、8（水）

 6/10（金）

＜＜＜＜ウィーン･フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン ウィーン･フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン ウィーン･フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン ウィーン･フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2016＞2016＞2016＞2016＞



日程日程日程日程 会場会場会場会場 出演者出演者出演者出演者

室内楽の夕べ　～ムター・ヴィルトージ  10/4（火） 大ホール

ヴァイオリン：アンネ=ゾフィー･ムター

ムター・ヴィルトージ＆室内楽アカデミー選抜メンバー

ヴァイオリン・リサイタル  10/5（水） 大ホール

スペシャル・コンサート ～アクティブシニアでいるために  10/7（金） ブルーローズ

協奏曲の夕べ  10/9（日） 大ホール

ヴァイオリン：アンネ=ゾフィー･ムター

指揮：クリスティアン・マチェラル

管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団

N響90周年＆サントリーホール30周年

パーヴォ・ヤルヴィ指揮NHK交響楽団特別公演

（NHK交響楽団との共催）

 10/6（木） 大ホール

指揮：パーヴォ・ヤルヴィ

管弦楽：NHK交響楽団　他

三菱鉛筆　創業130年スペシャル

ヘルベルト・ブロムシュテット指揮バンベルク交響楽団

オール・ベートーヴェンプログラム・コンサート

（KAJIMOTOとの共催） 【特別協賛：三菱鉛筆株式会社】

 11/2（水） 大ホール

指揮：ヘルベルト・ブロムシュテット

ヴァイオリン：諏訪内晶子

管弦楽：バンベルク交響楽団

 11/4（金）、8（火） 大ホール

ピアノ・指揮：内田光子

管弦楽：マーラー・チェンバー・オーケストラ（ＭＣＯ）

 （他都市公演）10/28,30：札幌､11/2：大阪､11/6：豊田

 11/5（土） ブルーローズ

内田光子＆ＭＣＯメンバーによる室内楽

 （他都市公演） 10/31：札幌

サントリーホール30周年記念作曲委嘱

＜マーク=アンソニー･ターネジ＞

 11/12（土） 大ホール

ソプラノ：ミヒャエラ・カウネ　メゾソプラノ：藤村実穂子

指揮：大野和士　管弦楽：東京都交響楽団　他

ホール･オペラ®

ワーグナー：楽劇『ラインの黄金』

 11/18（金）、20（日） 大ホール

指揮：クリスティアン･ティーレマン

管弦楽：ドレスデン・シュターツカペレ　他

総合演出：デニー・クリエフ

女優、イザベル・カラヤンによる一人芝居

『ショスタコーヴィッチを見舞う死の乙女』

 11/19（土） ブルーローズ

出演：イザベル・カラヤン

弦楽四重奏：ドレスデン・シュターツカペレ・メンバー

首席奏者による室内楽の夕べ  11/21（月） ブルーローズ ドレスデン・シュターツカペレ・メンバー

オーケストラ・プログラムⅠ  11/22（火） 大ホール

指揮：クリスティアン・ティーレマン

管弦楽：ドレスデン・シュターツカペレ

オーケストラ・プログラムⅡ  11/23（水・祝） 大ホール

指揮：クリスティアン・ティーレマン

ピアノ：イェフィム・ブロンフマン

管弦楽：ドレスデン・シュターツカペレ

イェフィム・ブロンフマン　 ピアノ・リサイタル  11/26（土） 大ホール ピアノ：イェフィム・ブロンフマン

 12/7（水） 大ホール 指揮：大野和士　管弦楽：東京都交響楽団　他

 12/23（金・祝） 大ホール

指揮：鈴木雅明

合唱・管弦楽：バッハ・コレギウム・ジャパン

 12/24（土） 大ホール

オルガン：鈴木優人

合唱：バッハ・コレギウム・ジャパン

 12/25（日） 大ホール

指揮：藤野浩一

吹奏楽：東京佼成ウインドオーケストラ

 12/31（土） 大ホール 管弦楽：ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団　他

 2/23（火）、4/26（火）、

 9/6（火）

大ホール

指揮：大井剛史

管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団　他

 4/9（土）､7/9（土）、

 9/10（土）、

 12/17（土）

大ホール

指揮：秋山和慶、藤岡幸夫、現田茂夫、飯森範親

司会：坪井直樹

管弦楽：東京交響楽団

 月1回木曜日

 （8月を除く）

＊＊＊＊日程日程日程日程････内容等内容等内容等内容等はははは変更変更変更変更となるとなるとなるとなる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

公演名公演名公演名公演名

ヴァイオリン：アンネ=ゾフィー･ムター

ピアノ：ランバート・オルキス

サントリーホール オルガン プロムナード コンサート

サントリーホール クリスマスコンサート2016

バッハ・コレギウム・ジャパン『メサイア』

サントリーホール

クリスマス オルガンコンサート2016

バッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマス物語

サントリーホール クリスマスコンサート2016

with 東京佼成ウインドオーケストラ

サントリーホール ジルヴェスター・コンサート2016

ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

日本フィル＆サントリーホール　とっておき　アフタヌーン

   通年企画   通年企画   通年企画   通年企画

大ホール　※ブルーローズ：未就学児のためのライブビューイング

東京交響楽団＆サントリーホール

「こども定期演奏会」 2016年シーズン　音楽の情景

【特別協賛：バークレイズ証券株式会社】

＜＜＜＜ザルツブルク・イースターザルツブルク・イースターザルツブルク・イースターザルツブルク・イースター音楽祭 音楽祭 音楽祭 音楽祭 in JAPANin JAPANin JAPANin JAPAN＞＞＞＞

港区＆サントリーホール Enjoy! Music プロジェクト

＜＜＜＜サントリーホール スペシャルステージ サントリーホール スペシャルステージ サントリーホール スペシャルステージ サントリーホール スペシャルステージ 2016　2016　2016　2016　アンネ=ゾフィー･ムターアンネ=ゾフィー･ムターアンネ=ゾフィー･ムターアンネ=ゾフィー･ムター＞＞＞＞

内田光子 with マーラー・チェンバー・オーケストラ

日本公演


