
東京交響楽団　2018年度演奏会プログラム
Tokyo Symphony 2018/19 Season Programs

 各シリーズ定期会員券　　 東響会員先行発売   2017.10/24（火）  ｜ 一般発売  10/31（火）

選べるプラン・１回券　　 東響会員先行発売   2017.11/28（火） ｜ 一般発売  12/5（火）  

定期演奏会（全10公演） 川崎定期演奏会（全5公演）

サントリーホール ミューザ川崎シンフォニーホール 東京オペラシティコンサートホール
カルッツかわさき（第69回公演のみ）

ミューザ川崎シンフォニーホール改修工事による休館のため、
第69回公演はカルッツかわさきにて開催いたします。

定期会員券：S￥58,000　A￥45,500　B￥38,000   C￥28,000 定期会員券：S￥29,500　A￥23,000　B￥15,500   C￥12,000 定期会員券：S￥31,000　A￥25,000　B￥17,000   C￥13,000
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第659回　2018年4月14日(土) 18:00 第65回　2018年4月15日(日) 14:00

指揮／ジョナサン・ノット 指揮／ジョナサン・ノット

マーラー：交響曲 第10番 から アダージョ マーラー：交響曲 第10番 から アダージョ
ブルックナー：交響曲 第9番 ブルックナー：交響曲 第9番

S￥9,000　A￥7,000　B￥6,000   C￥4,000   P￥3,000 S￥9,000　A￥7,000　B￥5,000   C￥4,000   P￥3,000
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第660回　2018年5月26日(土) 18:00 第103回　2018年5月12日(土) 14:00

指揮／飯森範親 指揮／齋藤友香理
ソプラノ／角田祐子 ヴァイオリン／アンティエ・ヴァイトハース
バリトン／クリスティアン・ミードル

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
ヘンツェ：交響的侵略～マラトンの墓の上で～ ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番
ウド・ツィンマーマン：歌劇「白いバラ」 チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
　　　 　　　　　（演奏会形式／字幕付／日本初演）

S￥7,000　A￥6,000　B￥5,000   C￥4,000   P￥2,500 S￥7,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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第661回　2018年6月23日(土) 18:00

指揮／秋山和慶
ピアノ／マルカンドレ・アムラン

クララ・シューマン／ユリウス・オット・グリム編：
  行進曲 変ホ長調
シューマン：交響曲「ツヴィッカウ」（未完成交響曲）
ブラームス：ピアノ協奏曲 第1番

S￥7,000　A￥6,000　B￥5,000   C￥4,000   P￥2,500
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第662回　2018年7月14日(土) 18:00 第66回　2018年7月15日(日) 14:00 第104回　2018年7月22日(日) 14:00

指揮／ジョナサン・ノット 指揮／ジョナサン・ノット 指揮／秋山和慶
テノール／マクシミリアン・シュミット テノール／マクシミリアン・シュミット ピアノ／北村朋幹
メゾ・ソプラノ／サーシャ・クック メゾ・ソプラノ／サーシャ・クック ヴァイオリン／山根一仁
バリトン／クリストファー・モルトマン バリトン／クリストファー・モルトマン チェロ／横坂 源
合唱／東響コーラス（合唱指揮／冨平恭平） 合唱／東響コーラス（合唱指揮／冨平恭平）

ベートーヴェン：交響曲 第1番
エルガー：オラトリオ「ゲロンティアスの夢」 エルガー：オラトリオ「ゲロンティアスの夢」 ベートーヴェン：ピアノ、ヴァイオリン、チェロと

　　　　　　　　  管弦楽のための三重協奏曲

S￥10,000　A￥8,000　B￥6,000   C￥4,000 S￥10,000　A￥8,000　B￥5,000   C￥4,000 S￥7,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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第663回　2018年9月22日(土) 18:00 第67回　2018年9月23日(日) 14:00 第105回　2018年9月29日(土) 14:00

指揮／ユベール・スダーン 指揮／ユベール・スダーン 指揮／マクシム・エメリャニチェフ
ヴァイオリン／堀米ゆず子 ヴァイオリン／堀米ゆず子 ピアノ／スティーヴン・ハフ

ハイドン：交響曲 第100番「軍隊」 ハイドン：交響曲 第100番「軍隊」 メンデルスゾーン：序曲「フィンガルの洞窟」
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 第4番 モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 第4番 ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」
ベートーヴェン：交響曲 第6番「田園」 ベートーヴェン：交響曲 第6番「田園」 ブラームス：交響曲 第1番

S￥8,000　A￥6,000　B￥5,000   C￥4,000   P￥2,500 S￥8,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000   P￥2,500 S￥8,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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第664回　2018年10月20日(土) 18:00 第68回　2018年10月7日(日) 14:00 第106回　2018年10月13日(土) 14:00

指揮／ダン・エッティンガー 指揮／大井剛史 指揮／下野竜也
メゾ・ソプラノ／エドナ・プロホニク ピアノ／阪田知樹

ワーグナー：ヴェーゼンドンク歌曲集 深井史郎：架空のバレエのための三楽章 ベートーヴェン：交響曲 第5番「運命」
ベルリオーズ：幻想交響曲 早坂文雄：ピアノ協奏曲 ベートーヴェン：交響曲 第6番「田園」

小山清茂：弦楽のためのアイヌの唄
伊福部昭：シンフォニア・タプカーラ

S￥8,000　A￥6,000　B￥5,000   C￥4,000   P￥2,500 S￥7,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000　P￥2,500 S￥7,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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第665回　2018年11月3日(土・祝) 18:00 第107回　2018年11月10日(土) 14:00

指揮／ジョナサン・ノット 指揮／ジョナサン・ノット
ピアノ／ヒンリッヒ・アルパース ヴァイオリン／神尾真由子

ブラームス：ピアノ協奏曲 第2番 モーツァルト：セレナード 第13番
ラフマニノフ：交響曲 第2番 　　　　　　　「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

ストラヴィンスキー：ヴァイオリン協奏曲 二調
ベートーヴェン：交響曲 第4番

S￥9,000　A￥7,000　B￥6,000   C￥4,000   P￥3,000 S￥8,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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第666回　2018年12月15日(土) 18:00

指揮／ジョナサン・ノット
フルート／甲藤さち（東京交響楽団 首席奏者）

ヴァレーズ／密度21.5（無伴奏フルートのための）
ヴァレーズ／アメリカ（1927年改訂版）
R.シュトラウス／交響詩「英雄の生涯」

S￥9,000　A￥7,000　B￥6,000   C￥4,000   P￥3,000

1

第667回　2019年1月12日(土) 18:00 第108回　2019年1月19日(土) 14:00

指揮／ロレンツォ・ヴィオッティ 指揮／飯森範親
ソプラノ／森谷真理 ピアノ／ジョージ・リー
メゾ・ソプラノ／清水華澄
テノール／福井 敬 ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番
バス／リアン・リ ベートーヴェン：交響曲 第3番「英雄」
合唱／東響コーラス（合唱指揮／安藤常光）

ヴェルディ：レクイエム

S￥8,000　A￥6,000　B￥5,000   C￥4,000   P￥2,500 S￥7,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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第668回　2019年3月25日(月) 19:00 第69回　2019年3月23日(土) 14:00 （会場：カルッツかわさき）

指揮／クシシュトフ・ウルバンスキ 指揮／クシシュトフ・ウルバンスキ
ヴァイオリン／ヴェロニカ・エーベルレ ヴァイオリン／ヴェロニカ・エーベルレ

モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 第5番「トルコ風」 モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 第5番「トルコ風」
ショスタコーヴィチ：交響曲 第4番 ショスタコーヴィチ：交響曲 第4番

S￥8,000　A￥6,000　B￥5,000   C￥4,000   P￥2,500 S￥8,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000　D￥2,500

 ● 年間セット券（10公演）  東響会員先行発売 2017.11/13（月）｜ 一般発売 11/22（水）
 ● 前期セット券（5公演）　東響会員先行発売 2018.1/22（月）   ｜ 一般発売 2/1（木）  
 　              ● 前期1回券　 東響会員先行発売 2018.2/5（月）    ｜ 一般発売 2/15（木）  
 ● 後期セット券（5公演）　東響会員先行発売 2018.5/28（月）   ｜ 一般発売 6/7（木）  
 　　　　　  ● 後期1回券　 東響会員先行発売 2018.6/11（月）   ｜ 一般発売 6/21（木）

名曲全集（全10公演）

ミューザ川崎シンフォニーホール
カルッツかわさき（第145回公演のみ）

ミューザ川崎シンフォニーホール改修工事による休館のため、
第145回公演はカルッツかわさきにて開催いたします。

年間セット券（10公演）：S￥48,000　A￥40,500　B￥30,000   C￥22,500
前期セット券（5公演）  ：S￥25,000　A￥21,000　B￥16,000   C￥12,000
後期セット券（5公演）  ：S￥26,500　A￥22,500　B￥16,000   C￥12,000
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【前期】第136回　2018年4月22日(日) 14:00

指揮／ジョナサン・ノット
ファゴット／福井 蔵（東京交響楽団 首席奏者）

ロッシーニ：歌劇「絹のはしご」序曲
ロッシーニ：ファゴット協奏曲
シューベルト：交響曲 第6番

S￥7,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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【前期】第137回　2018年5月19日(土) 14:00

指揮／カーチュン・ウォン
ヴァイオリン／郷古 廉

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ショスタコーヴィチ：交響曲 第5番

S￥6,000　A￥5,000　B￥4,000   C￥3,000
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【前期】第138回　2018年6月10日(日) 14:00

指揮／小林研一郎
ピアノ／田部京子

グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調
チャイコフスキー：交響曲 第6番「悲愴」

S￥6,000　A￥5,000　B￥4,000   C￥3,000
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【前期】第139回　2018年8月25日(土) 14:00

指揮／大友直人
ヴォカリーズ／小林沙羅
ヴァイオリン／大谷康子
ピアノ／横山幸雄

モーツァルト：交響曲 第41番「ジュピター」
萩森英明：委嘱作品
羽田健太郎：交響曲「宇宙戦艦ヤマト」

S￥6,000　A￥5,000　B￥4,000   C￥3,000
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【前期】第140回　2018年9月9日(日) 14:00

指揮／飯森範親

ストラヴィンスキー：火の鳥（1945年版）
ストラヴィンスキー：ペトルーシュカ
ストラヴィンスキー：春の祭典

S￥6,000　A￥5,000　B￥4,000   C￥3,000

10

【後期】第141回　2018年10月21日(日) 14:00

指揮／ダン・エッティンガー
メゾ・ソプラノ／エドナ・プロホニク

ワーグナー：ヴェーゼンドンク歌曲集
ベルリオーズ：幻想交響曲

S￥7,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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【後期】第142回　2018年11月11日(日) 14:00

指揮／原田慶太楼
ヴァイオリン／木嶋真優

ジョン・アダムズ：ショート・ライド・イン・ア・ファスト・マシーン
コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調
ドヴォルザーク：交響曲 第8番

S￥6,000　A￥5,000　B￥4,000   C￥3,000
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【後期】第143回　2018年12月16日(日) 14:00

指揮／ジョナサン・ノット
フルート／甲藤さち（東京交響楽団 首席奏者）

ヴァレーズ／密度21.5（無伴奏フルートのための）
ヴァレーズ／アメリカ（1927年改訂版）
R.シュトラウス／交響詩「英雄の生涯」

S￥7,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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【後期】第144回　2019年1月13日(日) 14:00

指揮／ロレンツォ・ヴィオッティ
ソプラノ／森谷真理
メゾ・ソプラノ／清水華澄
テノール／福井 敬
バス／リアン・リ
合唱／東響コーラス（合唱指揮／安藤常光）

ヴェルディ：レクイエム

S￥7,000　A￥6,000　B￥4,000   C￥3,000
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【後期】第145回　2019年2月3日(日) 14:00 （会場：カルッツかわさき）

指揮／秋山和慶
ピアノ／福原彰美、ミロスラフ・クルティシェフ、奥井紫麻

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第3番（ピアノ：福原彰美）
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第2番（ピアノ：ミロスラフ・クルティシェフ）
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番（ピアノ：奥井紫麻）

S￥6,000　A￥5,000　B￥4,000   C￥3,000

東京オペラシティシリーズ           （全6公演）


