
公益目的事業（コンサート事業）公演明細　《音楽事業》

1．サマーフェスティバル

公演名 日時 会場 出演 曲目

①
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　佐藤紀雄がひらく＞
めぐりあう声

8/22(月) 19:00 ブルーローズ

指揮＝佐藤紀雄　ヴィオラ＝甲斐史子
メゾ・ソプラノ＝メレ・ボイントン, 波多野睦美
カウンター・テナー＝シャオ・マ   ギター＝山田 岳
振付・ダンス＝森山開次　アンサンブル・ノマド

エベルト・ヴァスケス：デジャルダン／デ・プレ（日本初演）
ジャック・ボディ：死の願望と歌とダンス（改訂版世界初演）

②
「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」No.39
テーマ作曲家＜カイヤ・サーリアホ＞　室内楽

8/24（水） 19:00 ブルーローズ
チェロ＝アンッシ・カルットゥネン　指揮・ピアノ＝石川星太郎
ヴァイオリン＝竹内 弦、アリーサ･ネージュ・バリエール
アンサンブルシュテルン

カイヤ・サーリアホ：7匹の蝶、トカール、テレストル（地上の）、ノクチュルヌ、光につい
てのノート(日本初演）

③
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　板倉康明がひらく＞
スバラシイ・演奏

8/25（木） 19:00 ブルーローズ
指揮＝板倉康明
ヴァイオリン＝神尾真由子  ピアノ＝藤原亜美
東京シンフォニエッタ

ピエール・ブーレーズ：デリーヴ1
オリヴィエ・メシアン：7つの俳諧
ベネト・カサブランカス：6つの注釈－セース・ノーテボームのテクストによせて（日本
初演）
ジェルジ・リゲティ：ヴァイオリン協奏曲

④
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　佐藤紀雄がひらく＞
めぐりあう響き

8/27(土) 19:00 大ホール
指揮＝佐藤紀雄　ピアノ＝中川賢一
打楽器＝吉原すみれ、加藤訓子、宮本典子
アンサンブル・ノマド　音響＝片桐健順

クロード・ヴィヴィエ：ジパング（日本初演）
マイケル・トーキー：アジャスタブル・レンチ（日本初演）
武満　徹：群島S. 21人の奏者のための
リュック・フェラーリ：ソシエテⅡ―そしてもしピアノが女体だったら（日本初演）

⑤ 第26回芥川作曲賞選考演奏会 8/28（日） 15:00 大ホール

指揮＝杉山洋一　テューバ＝橋本晋哉
新日本フィルハーモニー交響楽団
選考委員(50音順)＝小出稚子、法倉雅紀、三輪眞弘
司会＝柿沼敏江

鈴木純明：テューバと管弦楽のための《1920》（第24回受賞記念サントリー芸術財団
委嘱・世界初演）
第26回候補作品
　渡辺裕紀子：折られた…（日本初演）
　大場陽子：ミツバチの棲む森
　大西義明：トラムスパースⅡ～2群による18人の奏者のための（日本初演）

⑥
＜ザ・プロデューサー・シリーズ　板倉康明がひらく＞
ウツクシイ・音楽

8/29(月) 19:00 大ホール
指揮：板倉康明
ピアノ：小菅優
東京都交響楽団

ブルーノ・マントヴァーニ：衝突（サントリー芸術財団委嘱・世界初演）
マグヌス・リンドベルイ：ピアノ協奏曲第2番
ゲオルク・フリードリヒ・ハース：ダーク・ドリームズ（日本初演）
クロード・ドビュッシー：海－3つの交響的素描

⑦
「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」No.39
テーマ作曲家＜カイヤ・サーリアホ＞　管弦楽

8/30(火) 19:00 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
東京交響楽団

ジャン・シベリウス：交響曲第7番ハ長調 op.105
カイヤ･サーリアホ：トランス（世界初演・サントリーホール、フィンランド放送交響楽
団、スウェーデン放送交響楽団、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団、hr交響楽団共同
委嘱）
ゾシャ・ディ・カストリ(1985-)：系譜（日本初演）
カイヤ・サーリアホ：オリオン

２．個展コンサート

公演名 日時 会場 出演 曲目

① 作曲家の個展Ⅱ　2016 10/28(金) 19:00 大ホール
指揮：杉山洋一
ピアノ：野平一郎
東京都交響楽団

西村　朗：管弦楽のための「時の歪み」（世界初演・野平一郎委嘱）
野平一郎：液状管弦楽のための協奏曲（世界初演・西村　朗委嘱）
西村　朗＆野平一郎（共作）：ピアノ協奏曲〈クロッシングA・I〉（世界初演・サントリー
芸術財団委嘱）

公益目的事業（コンサート事業）公演明細≪サントリーホール≫

１．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(土）～26日(日））

公演名 日時 会場 出演 曲目

①
チェンバーミュージック・ガーデン オープニング
堤剛プロデュース2016

6月4日(土） 18:00 ブルーローズ チェロ：堤 剛、ピアノ：野平一郎

マルティヌー：チェロ・ソナタ第2番 H286
シュニトケ：チェロ・ソナタ第1番
野平一郎：委嘱新曲
ブリテン：チェロ・ソナタ ハ長調 op. 65

クァルテット・エクセルシオ　ベートーヴェン・サイクル Ⅰ 6月5日（日） 14:00 第2番、第11番、第6番、第12番

クァルテット・エクセルシオ　ベートーヴェン・サイクル　Ⅱ 6月9日（木） 19:00 第5番、第10番、第13番、「大フーガ」

クァルテット・エクセルシオ　ベートーヴェン・サイクル　Ⅲ 6月12日（日） 14:00 第4番、第7番、第16番

クァルテット・エクセルシオ　ベートーヴェン・サイクル　Ⅳ 6月15日（水） 19:00 第1番、第9番、第14番

クァルテット・エクセルシオ　ベートーヴェン・サイクル　Ⅴ 6月18日（土） 19:00 第3番、第8番、第15番

③

ENJOY! ウィークエンド！ 未来編
ヨン・シュー・トー音楽院×サントリーホール室内楽アカデミー
～レインボウ21：アンサンブルでつながるアジア～

6月10日（金） 14:30 ブルーローズ
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選抜フェロー

武満 徹：カトレーンⅡ
ドヴォルザーク：弦楽五重奏曲第2番 ト長調 op. 77, B.49　他

ENJOY! マルシェ ワンコイン・コンサート Ⅰ 6月11日（土） 10:30
サントリーホール室内楽アカデミー フェロー
※特別ゲスト　弦楽四重奏：ノブース・クァルテット

メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲 変ホ長調 op. 20　他

② ブルーローズ

④ ブルーローズ

弦楽四重奏： クァルテット・エクセルシオ



ENJOY! マルシェ ワンコイン・コンサート Ⅱ 6月18日（土） 10:30
サントリーホール室内楽アカデミー フェロー
※特別ゲスト　クラリネット：吉田 誠

ハイドン：弦楽四重奏曲 ニ短調から第１楽章、他

ENJOY! マルシェ ワンコイン・コンサート Ⅲ 6月25日（土） 10:30 サントリーホール室内楽アカデミー フェロー ハイドン：弦楽四重奏曲 ハ長調「皇帝」から第1楽章、他

ENJOY! ウィークエンド　Vol．1 6月11日（土） 14:30
ヴァイオリン：渡辺玲子、池田菊衛　ヴィオラ：磯村和英
チェロ：堤 剛　ギター：大萩康司

ショスタコーヴィチ：5つの小品
ボッケリーニ：ギター五重奏曲第4番 ニ長調「ファンダンゴ」から 第4楽章　他

ENJOY! ウィークエンド　Vol．2 6月18日（土） 14:30
ソプラノ：天羽明惠、野田ヒロ子
テノール：櫻田 亮、今尾 滋　 ピアノ：古藤田みゆき

トスティ：マレキアーレ
山田耕筰：からたちの花　他

ENJOY! ウィークエンド　Vol．3 6月24日（金） 11:00 弦楽四重奏：キュッヒル・クァルテット
シューベルト：弦楽四重奏曲第15番 ト長調 D887から第3,4楽章、他

ENJOY! ウィークエンド　Vol．4 6月24日（金） 14:30
ピアノ：小山実稚恵
チェロ：堤 剛

ブラームス：チェロ・ソナタ第1番 ホ短調 op. 38
ブラームス：チェロ・ソナタ第2番 ヘ長調 op. 99

ENJOY! ウィークエンド　Vol．5 6月25日（土） 14:30
ハープ：吉野直子
ホルン：ラデク・バボラーク

アンドレ：晩秋の歌
クーツィール：ホルンとハープのためのソナタ op. 94　他

響感のアジア　Ⅰ 6月11日（土） 19:00
ヴァイオリン：チョーリャン・リン　ジョウ・チェン
チェロ：堤剛、横坂源　ピアノ：佐藤卓史
YST＆CMGアンサンブル

アレンスキー：ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 op. 32
ヴィヴァルディ：2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 op. 3 第11番 ニ短調
RV565　他

響感のアジア　Ⅱ 6月13日（月） 19:00 弦楽四重奏：ノブース・クァルテット、ピアノ：萩原麻未
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調 op. 96「アメリカ」
シューマン：ピアノ五重奏曲 変ホ長調 op. 44　他

響感のアジア　Ⅲ 6月14日（火） 19:00 弦楽四重奏：上海クァルテット、ヴィオラ：磯村和英
バルトーク：弦楽四重奏曲第1番 Sz. 40
ブラームス：弦楽五重奏曲第2番 ト長調 op. 111　他

ENJOY! ディスカバリーナイト　Ⅰ 6月17日（金） 20:00 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

武満 徹：雨の樹 素描Ⅱ―オリヴィエ・メシアンの追憶に―
メシアン：世の終わりのための四重奏曲　他

ENJOY! ディスカバリーナイト　Ⅱ 6月22日（水） 20:00
ギター：大萩康司　ヴァイオリン：原田 陽
ヴァイオリン：堀内由紀　ヴィオラ：廣海史帆
チェロ：新倉 瞳

ヴィヴァルディ：ギター協奏曲 ニ長調 RV93
ジュリアーニ：ギター五重奏曲 ハ長調 op. 65　他

ENJOY! ディスカバリーナイト　Ⅲ 6月24日（金） 20:00 テノール：ジョン・健・ヌッツォ　ホルン：ラデク・バボラーク
ピアノ：マリオ・ヘリング　CMGアンサンブル　他

シューベルト：歌曲「君はわが憩い」
ブリテン：テノール、ホルンと弦楽のためのセレナード op. 31　他

⑧ 室内楽アカデミー ファカルティの名曲選 6月19日（日） 14:00 ブルーローズ
ヴァイオリン：原田幸一郎、池田菊衛
ヴィオラ：磯村和英　チェロ：毛利伯郎　ピアノ：若林 顕

ベートーヴェン：ピアノ四重奏曲 変ホ長調 op. 16
フランク：ピアノ五重奏曲 ヘ短調　　他

⑨
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

6月21日（火） 11:00 ブルーローズ ヴァイオリン：五嶋みどり　ピアノ：オズガー・アイディン
モーツァルト：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 変ロ長調 K454
シューベルト：ピアノとヴァイオリンのための幻想曲 ハ長調 D934 　op. posth.159　他

キュッヒル・クァルテットのシューベルティアーデ Ⅰ 6月21日（火） 19:00 弦楽四重奏：キュッヒル・クァルテット
シューベルト：弦楽四重奏曲第13番 イ短調 D804「ロザムンデ」
シューベルト：弦楽四重奏曲第15番 ト長調 D887

キュッヒル・クァルテットのシューベルティアーデ Ⅱ 6月23日（木） 19:00
弦楽四重奏：キュッヒル・クァルテット
コントラバス：吉田 秀　ピアノ：練木繁夫

シューべルト：弦楽四重奏曲第14番 ニ短調 D810「死と乙女」
シューベルト：五重奏曲 イ長調 D667「ます」

キュッヒル・クァルテットのシューベルティアーデ Ⅲ 6月25日（土） 19:00
弦楽四重奏：キュッヒル・クァルテット
チェロ：堤 剛

シューベルト：弦楽四重奏曲第12番 ハ短調 D703「四重奏断章」
シューベルト：弦楽五重奏曲 ハ長調 D956　他

⑪
ＣＭＧスペシャル
車いす利用者のための室内楽演奏会

6月14日（火） 11:00 ブルーローズ
ヴァイオリン：渡辺玲子、池田菊衛　ヴィオラ：磯村和英
チェロ：堤 剛　ギター：大萩康司

ベートーヴェン:セレナーデ ニ長調op.8から
ショスタコーヴィチ：5つの小品、他

⑫
チェンバーミュージック・ガーデン
フィナーレ2016

6月26日（日） 14:00 ブルーローズ

ヴァイオリン：池田菊衛、花田和加子
ヴィオラ：磯村和英　　チェロ：堤 剛、宮田 大
ピアノ：小山実稚恵、若林 顕
ホルン：ラデク・バボラーク　　ハープ：吉野直子
弦楽四重奏：キュッヒル・クァルテット、クァルテット・エクセルシオ、
サントリーホール室内楽アカデミー選抜アンサンブル　　他

J. S. バッハ：シャコンヌ
ブラームス／クレンゲル編曲：チェロ・ソナタ ニ長調「雨の歌」　　 他

④

⑤

ブルーローズ

⑥

ブルーローズ

ブルーローズ

⑦ ブルーローズ

⑩ ブルーローズ



２．サントリーホール フェスティバル 2016

公演名 日時 会場 出演 曲目

① サントリーホールのオルガン・カフェ　＃3 9月19日（月・祝） 13:30 大ホール
オルガン：山口綾規　トランペット：高見信行
ナビゲーター：川平慈英

タルティーニ：トランペット協奏曲 ニ長調から第3楽章
ヴィエルヌ：オルガン交響曲第1番作品14から終楽章、他

10月1日（土） 18:00 大ホール

10月2日（日） 16:00 大ホール

室内楽の夕べ 10月4日（火） 19:00 大ホール
ヴァイオリン：アンネ=ゾフィー･ムター
ムター・ヴィルトォージ&サントリーホール室内楽アカデミー選
抜メンバー

プレヴィン：ノネット
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集『四季』    他

リサイタル 10月5日（水） 19:00 大ホール
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

ベートーヴェン：ヴァイオリン･ソナタ 第9番 イ長調 op. 47「クロイツェル」  他

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月７日（金） 11:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ
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

70歳以上とその同伴者対象の演奏会

協奏曲の夕べ　 10月9日（日） 16:00 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

ノルベール・モレ：ヴァイオリン協奏曲「夢の中で」
ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 77　 他

④ パーヴォ・ヤルヴィ指揮『マーラー：交響曲第3番』 10月6日（木） 19:00 大ホール
指揮：パーヴォ・ヤルヴィ
管弦楽：NHK交響楽団

マーラー：交響曲第3番

10月7日（金) 19:00 大ホール

10月10日（月･祝） 16:00 大ホール

10月11日（火） 19:00 大ホール

10月12日（水） 19:00 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
ソプラノ：ユリア・クライター　メゾ・ソプラノ：藤村実穂子
テノール：福井敬　バス：リャン・リ

ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op. 125

⑥
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

11月2日（水） 19:00 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

ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op. 61　　他

11月4日（金） 19:00 大ホール
モーツァルト：ピアノ協奏曲第19番 ヘ長調 K459
モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K466　　他

11月8日（火） 19:00 大ホール
モーツァルト：ピアノ協奏曲第17番 ト長調 K453
モーツァルト：ピアノ協奏曲第25番 ハ長調 K503　　他

室内楽の夕べ 11月5日（土） 17:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ 内田光子&MCOメンバー
モーツァルト：フルート四重奏曲第1番 ニ長調 K285
シューベルト：華麗なるロンド ロ短調 D895　　他

⑧
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月12日（土） 18:00 大ホール
ソプラノ：ミヒャエル・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

芥川也寸志：オルガンとオーケストラのための響
マーク＝アンソニー・ターネジ：HiBiKi

11月18日（金） 18:30 大ホール

11月20日（日） 16:00 大ホール

首席奏者による室内楽の夕べ 11月21日（月） 19:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ ドレスデン・シュターツカペレ・メンバー
シューベルト：八重奏曲 ヘ長調 D803
ベートーヴェン：七重奏曲 変ホ長調 op. 20

オーケストラ・プログラムⅠ 11月22日（火） 19:00 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

リヒャルト・シュトラウス：『４つの最後の歌』AV150
リヒャルト・シュトラウス：アルプス交響曲 op. 64

オーケストラ・プログラムⅡ 11月23日（水・祝） 17:00 大ホール

ピアノ：イェフィム・ブロンフマン
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

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73
チャイコフスキー：幻想序曲『ロメオとジュリエット』
リスト：交響詩『前奏曲』S97

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月19日（土） 17:00 ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ
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

ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲

⑩ アークヒルズ音楽週間 10月1日（土）～10月15日（土）＊＊＊
ﾎﾜｲｴ（ﾛﾋﾞｰ）
ｶﾗﾔﾝ広場 他

サクソフォン：上野耕平、マリンバ：塚越慎子、ASIJ&セントメリーズ
ジャズバンド、US ARMY"関東ジャズ"、マイケル･スペンサー、他

ロビーコンサートは　10/4(火）オペラアカデミー　10/5(水）室内楽アカデミーで実施。

協奏曲の夕べ

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

モーツァルト：オペラ『フィガロの結婚』K.492から 序曲
シューベルト：交響曲第7番 ロ短調 D.759 「未完成」　　他

⑤

ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2016
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

③

サントリーホール スペシャルステージ2016　アンネ=ゾフィー･ムター

指揮：ズービン･メータ
管弦楽：ウィーン・フィルハーモニー

ブラームス：ピアノ協奏曲第1番　ニ短調 op. 15
ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調　WAB107、
シューベルト：交響曲第8番 ハ長調D944「ザ・グレイト   他

指揮：クリストフ・ティーレマン
管弦楽：ドレスデン・シュターツカペレ
総合演出：デニー・クリエフ

⑦

②

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

大崎電気工業 創業100周年記念スペシャル
内田光子(pf) withマーラー・チェンバー・オーケストラ

ホール･オペラ®　ワーグナー：楽劇『ラインの黄金』

三菱東京UFJ銀行 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 Special
ザルツブルク・イースター音楽祭in JAPAN

サントリーホール30周年記念ガラ・コンサート

ワーグナー：楽劇『ラインの黄金』

⑨



３．一般自主企画コンサート

公演名 日時 会場 出演 曲目

① 古代祝祭劇『太陽の記憶―卑弥呼』 シンガポール公演 5月20日（金） 未定
シンガポール・エス

プラネード コン
サートホール

出演：舞踊：中村児太郎　指揮：菅野由弘　ヴァイ
オリン：大谷康子　チェロ：堤 剛　他

2014年11月にサントリーホールで世界初演した洋楽、邦楽、歌
舞伎、舞踊など多様なジャンルがコラボレーションした舞台作
品

②
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

5月27日（金） 19:00 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　ピアノ：小林亜矢乃
ヴァイオリン：瀬﨑明日香　　合唱：武蔵野合唱団
ナビゲーター：朝岡 聡
管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

エルガー：行進曲『威風堂々』第1番 ニ長調 op. 39-1
ベートーヴェン：ロマンス第2番 ヘ長調 op. 50
グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調 op. 16から 　　他

③
三菱UFJニコス presents
五嶋みどり & オズガー･アイディンデュオ・リサイタル

6月20日（月） 19:00 大ホール
ヴァイオリン：五嶋みどり
ピアノ：オズガー・アイディン

シェーンベルク：ピアノ伴奏を伴ったヴァイオリンのための幻想曲 op.
47
モーツァルト：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 変ロ長調 K454
他

④
国際作曲委嘱シリーズ再演演奏会
「武満徹のジェモー（第１回委嘱作品）」

8月26日（金） 19:00 大ホール
出演：東京フィルハーモニー交響楽団
指揮：タン･ドゥン、他

武満徹：ジェモー（双子座）
－オーボエ、トロンボーン、２つのオーケストラ、2人の指揮者のため
の、他

⑤ ストラディヴァリウス コンサート2016 9月13日（火） 19:00 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

ピアソラ（ユキ・モリ編）：6つのヴァイオリンとピアノのためのリベルタンゴ
ヘンデル：2つのヴァイオリンとピアノのためのソナタ　ト短調
メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲 変ホ長調 op.20 、他

⑥
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』

12月23日（金・祝） 15:00 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

ヘンデル：オラトリオ『メサイア』HWV56

⑦

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(ﾊﾟｼﾞｪﾝﾄ)

12月24日（土） 19:00 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

キャロル：まきびとひつじを、優しくも愛らしく、いけるものすべ
て、きよしこの夜、まぶねのかたえに、もろびとこぞりて　他

⑧
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

12月25日（日） 14:00 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

煙が目にしみる、シシリアーノ、キャラバンの到着、ザ・クリスマスソン
グ、アメイジング・グレイス、時の過ぎゆくままに、ニューヨーク･
ニューヨーク　、他

⑨
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

12月31日（土) 22:00 大ホール

管弦楽：ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
指揮＆ヴァイオリン：オーラ･ルードナー
ソプラノ：シピーウェ・マッケンジー
テノール：ミロスラフ・ドヴォルスキー　、他

スッペ：オペレッタ『詩人と農夫』序曲
レハール：オペレッタ『パガニーニ』から「愛は地上の天国」
ヨハン・シュトラウスⅡ：『こうもり』序曲～「公爵様、あなたのよう
なお方は」～トリッチ・トラッチ・ポルカ～、他

2017年1月1日（日) 14:00 大ホール

　　　　 1月2日（月・祝)14:00 大ホール

　　　　 1月3日（火) 14:00 大ホール

レハール：オペレッタ『パガニーニ』から「愛は地上の天国」
カールマン：オペレッタ『チャールダーシュの女王』から「まだ覚
えている？」
オッフェンバック：オペレッタ『天国と地獄』序曲　、他

サントリーホール ニューイヤーコンサート2017
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

管弦楽：ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
指揮＆ヴァイオリン：オーラ･ルードナー
ソプラノ：シピーウェ・マッケンジー
テノール：ミロスラフ・ドヴォルスキー　、他

⑩



４．ＥＮＪＯＹ！ＭＵＳＩＣプログラム2016

①音楽に出会うよろこびを　～未来を担うこどもたちへ

公演名 日時 会場 出演 曲目

ア

第57回「大地のリズム」 4月9日（土） 11:00 大ホール
指揮：秋山和慶 　司会：坪井直樹
トランペット：佐藤友紀　演奏：東京交響楽団

J.シュトラウスⅡ：ポルカ「観光列車」
チャイコフスキー：スラブ舞曲、他

第58回「風にそよぐメロディー」 7月9日（土） 11:00 大ホール
指揮：藤岡幸夫 　司会：坪井直樹
ピアノ：松田華音　　演奏：東京交響楽団

ラフマニノフ：前奏曲 嬰ハ短調「鐘」
ハチャトゥリアン：『仮面舞踏会』から「ワルツ」、他

第59回「流れる水のスタイル」 9月10日（土） 11:00 大ホール
指揮：現田茂夫　司会：坪井直樹
ヴァイオリン：千住真理子　演奏：東京交響楽団

J.シュトラウスⅡ：ワルツ「美しく青きドナウ」
マスネ：タイスの瞑想曲、他

第60回「炎のハーモニー」　 12月17日（土） 11:00 大ホール
指揮：飯森範親  司会：坪井直樹
ソプラノ：ソプラノ　　演奏：東京交響楽団

ファリャ：バレエ音楽『恋は魔術師』から「火祭りの踊り」
モーツァルト：交響曲第40番 ト短調から第4楽章、他

イ

     ＜もぐらん隊長とオルガンのひみつ＞ （4歳以上入場可)
11:00
13:30

大ホール
オルガン：勝山雅世、花澤絢子　打楽器：前田啓太
おねえさん：小竹めぐみ、他

バッハ：シンフォニア、トッカータとフーガニ短調から
ビゼー：『アルルの女』から「ファランドール」、他

     ＜おとなのオルガン探検＞ （6歳以上入場可) 16:00 大ホール
オルガン：勝山雅世、花澤絢子　打楽器：前田啓太
おはなし：八木田淳

ヘンデル:オルガン協奏曲第1集 第4番ヘ長調から
レーガー：序奏とパッサカリア　ニ短調、他

ウ
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2016
サントリーホール＆ウィーン・フィルの青少年プログラム

10月12日（水） 11:00 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

ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調作品125「合唱付」

エ 港区＆サントリーホールEnjoy!Musicプロジェクト 12月7日（水） 10:50 大ホール
指揮：大野和士
管弦楽：東京都交響楽団　　他

ドビュッシー：交響詩「海」

7月30日（土）
11:00
14:00

7月31日（日）
11:00
14:00

②音楽を創るよろこびを　～若きプロフェッショナルたちへ

公演名 日時 会場 出演 曲目

ア サントリーホール オペラ・アカデミー コンサート 4月23日(土） 14:00 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
イタリア古典歌曲（プリマヴェーラ・コース生）、
オペラ・アリア（アドバンスト・コース生）

6月7日(火) 19:00 武蔵野音楽大学「西洋音楽奇譚」
ディットリヒ：『日本楽譜6つの日本民謡』第１集から
ルルー：『日本および中国の歌』、他

6月8日(水) 19:00 東京音楽大学「プーランクの横顔」
プーランク：愛の小径
プーランク：オペラ『ティレジアスの乳房』第１幕から、他

エ チョーリャン・リン室内楽公開マスタークラス 6月12日（日） 19:00 ブルーローズ 講師：チョーリャン・リン（弦楽四重奏）
受講生：サントリーホール室内楽アカデミー・フェロー
　　　　　 ヨン・シュー･トー音楽院（シンガポール）選抜メンバー

オ
ｳｨｰﾝ･ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ ｳｨｰｸ ｲﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ2016
ウィーン・フィル首席奏者による公開ﾏｽﾀｰ･ｸﾗｽ

10月8日（土） 18:00 ブルーローズ
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団首席ハープ奏者
アンネレーン・レナエルツ

フォーレ：即興曲 作品86
ブリテン：ハープのための組曲 作品83

Ⅰ9月26日（月）
14:00
19:30

ブルーローズ 祝水プロジェクト、和泉侃、柳元美香、他
雅楽、声、天女舞、茶道、華道、華道などが融合し、水をテーマとした舞台
アートを表現

Ⅱ9月29日（木）
14:00
19:00

ブルーローズ 声劇和楽団、堀江一眞、田中奈央一、他
声優による朗読と邦楽器アニメーション映像や衣裳が加わり、源氏語の世界
を表現。

カ
ブルーローズ新企画応援プロジェクト2016
「フロンティア・プロジェクト」
Ⅰ．祝水（はふりのみず）　Ⅱ．源氏物語

7月23日（土）

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」

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15周年　≪音楽の情景≫

ブルーローズ

サントリーホールとサントリー美術館が共同制作する、未就学（3～6歳）のこ
どもたちを対象としたプログラム。

おはなしと歌：神崎ゆう子
演奏：Music Players おかわり団

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－

レインボウ２１
サントリーホール デビューコンサート2016

ウ

ブルーローズカ



③より開かれたホールをめざして

公演名 日時 会場 出演 曲目

ア
サントリーホール
オルガン プロムナード コンサート

月1回木曜日
（8月除く)

12:15 大ホール
オルガン：三原麻里、ジョン･ウォルトハウゼン、梅干野安未、野田
美香、福本茉莉、石丸由佳、大木麻里、川越聡子（トランペット：高
見信行）、荒井牧子

入場無料。ブルーローズにて、未就学児童を対象としたライブ
ビューイングを同時開催。

オルガン・リレー・コンサート 2017年2月5日（日） 12:20 大ホール
オルガン：ダヴィデ･マリアーノ、新山恵理、勝山雅世、
梅干野安未（ヴァイオリン：正戸里佳）、三浦はつみ

ヴィドール：オルガン交響曲第6番　ト短調から第１楽章
フランク：英雄的小品
コープランド：市民のためのファンファーレ、他

イ バックステージツアー
オルガンプロムナード

開催時
11:10 館内すべて 各回30名×３班。無料。事前申し込み制（抽選)。

ウ オープンハウス～サントリーホールで遊ぼう！ 4月2日（土）
11:00～
17：00

大ホール
ブルーローズ

指揮・オルガン：鈴木優人
演奏：横浜シンフォニエッタ、サントリーホール アカデミー　他 入場無料

エ

Vol.4　『ミュージカル×オーケストラ』 4月26日（火） 13:00 大ホール
ヴォーカル：安蘭けい、笹本玲奈
指揮：竹本泰蔵　管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

C=M.シェーンベルク：ミュージカル「レ･ミゼラブル」夢破れて
C=M.シェーンベルク：ミュージカル「ミス･サイゴン」命をあげよう
ガーシュイン/ホイットニー編：「パリのアメリカ人」組曲、他

Vol.5  『歌舞伎＆オーケストラ』 8月24日（水） 13:00 大ホール 指揮：山田和樹 管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団
レハール：ワルツ『金と銀』
レスピーギ：交響詩「ローマの松」P141 、他

Vol.6  『バレエ＆オーケストラ』 2017年1月12日（木） 13:00 大ホール
バレエジェンツ、ソプラノ：幸田浩子
指揮：大友直人 管弦楽：日本フィルハーモニー管弦楽団

ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」から第4楽章
ホルスト：組曲『惑星』から第4曲「木星」、他

日本フィル＆サントリーホール　とっておき　アフタヌーン


