
Tokyo Symphony 2019/20 Season Programs 

定期演奏会（全10公演） 川崎定期演奏会（全5公演） 東京オペラシティシリーズ（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

改修工事による休館のため川崎定期演奏会は

7月から開催いたします。

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￥26,000　A￥21,000　B￥14,000   C￥10,500

第669回　2019年4月21日(日) 14:00

指揮／秋山和慶

ピアノ／藤田真央

●メシアン：讃歌

●ジョリヴェ：ピアノ協奏曲「赤道コンチェルト」

●R.ルシュール：マダガスカル狂詩曲

●イベール：交響組曲「寄港地」

S￥7,000　A￥6,000　B￥5,000　C￥4,000　P\2,500

第670回　2019年5月25日(土) 18:00 第109回　2019年5月18日(土) 14:00

指揮／ジョナサン・ノット 指揮／ジョナサン・ノット

ヴァイオリン／ダニエル・ホープ チェロ／エリック・マリア・クテュリエ

●ブリテン：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 ●ヤン・ロビン：クォーク ～チェロと大編成オーケストラのための

●ショスタコーヴィチ：交響曲 第5番 ●ベートーヴェン：交響曲 第7番       　　　　                                  ほか

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

第671回　2019年6月15日(土) 18:00

指揮／ユベール・スダーン

ピアノ／菊池洋子

●シューマン：「マンフレッド」序曲

●シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調

●チャイコフスキー：マンフレッド交響曲

S\8,000　A\6,000  B\5,000  C\4,000  P\2,500

第672回　2019年7月20日(土) 18:00 第70回　2019年7月21日(日) 14:00 第110回　2019年7月13日(土) 14:00

指揮／ジョナサン・ノット 指揮／ジョナサン・ノット 指揮／ロレンツォ・ヴィオッティ

ソプラノ／サラ・ウェゲナー ソプラノ／サラ・ウェゲナー

メゾソプラノ／ターニャ・アリアーネ・バウムガルトナー メゾソプラノ／ターニャ・アリアーネ・バウムガルトナー

合唱／東響コーラス 合唱／東響コーラス

●J.シュトラウスⅡ：芸術家の生涯 ●J.シュトラウスⅡ：芸術家の生涯 ●ブラームス：ピアノ四重奏曲 第1番（シェーンベルクによる管弦楽版）

●リゲティ：レクイエム ●リゲティ：レクイエム ●ドヴォルザーク：交響曲 第7番

●タリス：スペム・イン・アリウム（40声のモテット） ●タリス：スペム・イン・アリウム（40声のモテット）

●R.シュトラウス：死と変容 ●R.シュトラウス：死と変容

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

第673回　2019年9月21日(土) 18:00 第71回　2019年9月22日(日) 14:00 第111回　2019年9月14日(土) 14:00

指揮／リオネル・ブランギエ 指揮／リオネル・ブランギエ 指揮＆ピアノ／ライアン・ウィグルスワース

ヴァイオリン／アリーナ・ポゴストキーナ ヴァイオリン／アリーナ・ポゴストキーナ 合唱／東響コーラス

●ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ●ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ●ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番 

●プロコフィエフ：交響曲 第4番 作品112 ●プロコフィエフ：交響曲 第4番 作品112 ●ベートーヴェン：カンタータ「静かな海と楽しい航海」

●ブラームス：交響曲 第3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\7,000　A\6,000  B\4,000  C\3,000

第674回　2019年10月12日(土) 18:00

指揮／ジョナサン・ノット

ピアノ／ヴァーヴァラ

●アイヴズ：答えのない質問

●シューベルト：交響曲 第7番「未完成」

●ブラームス：ピアノ協奏曲 第1番

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

第675回　2019年11月16日(土) 18:00 第72回　2019年11月17日(日)  14:00 第112回　2019年11月23日(土･祝) 14:00

指揮／ジョナサン・ノット 指揮／ジョナサン・ノット 指揮／ジョナサン・ノット

オーボエ／荒 絵理子

●ベルク：管弦楽のための3つの小品 ●ベルク：管弦楽のための3つの小品 ●リゲティ：管弦楽のためのメロディーエン

●マーラー：交響曲 第7番「夜の歌」 ●マーラー：交響曲 第7番「夜の歌」 ●R.シュトラウス：オーボエ協奏曲 ニ長調

●モーツァルト：交響曲 第41番「ジュピター」

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 S\8,000　A\6,000  B\4,000  C\3,000

第676回　2019年12月8日(日) 14:00 第73回　2019年12月7日(土) 14:00

指揮／マーク・ウィグルスワース 指揮／マーク・ウィグルスワース

ピアノ／マーティン・ジェームズ・バートレット ピアノ／マーティン・ジェームズ・バートレット

●モーツァルト：ピアノ協奏曲 第24番 ●モーツァルト：ピアノ協奏曲 第24番

●マーラー：交響曲 第１番「巨人」 ●マーラー：交響曲 第１番「巨人」

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

第677回　2020年1月25日(土) 18:00

指揮／飯森範親

ソプラノ／角田祐子

●ラッヘンマン：マルシェ・ファタール

●リーム：道、リュシール

●アイネム：「ダントンの死」管弦楽組曲

●R.シュトラウス：家庭交響曲

S\7,000　A\6,000　B\5,000  C\4,000  P\2,500

第74回　2020年2月1日(土) 14:00 

指揮／ヘルムート・ライヒェル・シルヴァ

トランペット／エリック・ミヤシロ

ギター／ラファエロ・アギーレ

●リムスキー＝コルサコフ：スペイン奇想曲

●天野正道：ウナ・オベルテューラ・エスパニョール・ファルサ

「エル・ジャルダン・デ・ロス・レクエルドス」(管弦楽版初演)

●ロドリーゴ：アランフェス協奏曲

●ファリャ：バレエ「三角帽子」第2組曲

S\7,000　A\6,000　B\４,000  C\3,000  P\2,500

第678回　2020年3月28日(土) 18:00 第113回　2020年3月21日(土) 14:00

指揮／鈴木優人 指揮／飯森範親

ソプラノ／森 麻季 チェロ／新倉 瞳

エヴァンゲリスト／ザッカリー・ワイルダー

バス（イエス）／ドミニク・ヴェルナー　ほか ●ラヴェル：ラ・ヴァルス

合唱／東響コーラス　ほか ●サイ : チェロと管弦楽のために(仮題／新倉瞳による委嘱作品)

●ラヴェル：道化師の朝の歌

●J.S.バッハ／メンデルスゾーン：「マタイ受難曲」 ●ラヴェル：スペイン狂詩曲

（F.メンデルスゾーン=バルトルディによる1841年上演稿） ●ラヴェル：ボレロ

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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東京交響楽団　2019年度 演奏会プログラム

 各シリーズ定期会員券　　東響会員先行発売  2018.10/23（火）｜ 一般発売  2018.10/30（火）

選べるプラン・１回券　　   東響会員先行発売  2018.11/27（火）｜ 一般発売  2018.12/4（火）
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「第九」2019 サントリーホール

2019年12月28日(土) 18:30／12月29日(日) 14:00

指揮／ジョナサン・ノット

ソプラノ／ルイーズ・オルダー

メゾソプラノ／ステファニー・イラーニ

テノール／サイモン・オニール

バスバリトン／シェン・ヤン

合唱／東響コーラス

●ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付」

SS(シングル)¥15,000 SS(ペア)￥26,000

S¥12,000 A¥9,000 B￥6,000 C￥4,000

ニューイヤーコンサート2020 サントリーホール

2020年１月5日(日) 14:00

指揮／秋山和慶

ピアノ／小山実稚恵

●J.シュトラウスⅡ：喜歌劇「こうもり」序曲

●ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 「皇帝」

●ドヴォルザーク：交響曲 第9番 「新世界より」

SS(シングル)¥9,000 SS(ペア)￥16,000

S¥7,000 A¥6,000 B￥5,000

東響会員先行発売 2019.7/2(火)

一般発売 2019.7/9(火)

東響会員先行発売 2019.7/2(火)

一般発売 2019.7/9(火)


