2022年度（令和4年度）
月日

開演

指揮者

ソリスト

第263回定期演奏会

2022.
4月21日（木）

19時

飯森 範親

ピアノ：デジュー・ラーンキ

第264回定期演奏会

5月14日（土）

14時

秋山 和慶

第265回定期演奏会

6月24日（金）

19時

カーチュン・ウォン

ピアノ：牛田 智大

第266回定期演奏会

8月5日（金）

19時

飯森 範親

サクソフォン：上野 耕平

第267回定期演奏会

9月24日（土）

14時

久石 譲

第268回定期演奏会

10月14日（金）

19時

秋山 和慶

ヴァイオリン：金川 真弓

第269回定期演奏会

2023.
1月13日（金）

19時

飯森 範親

ピアノ：反田 恭平
合唱：日本センチュリー合唱団

第270回定期演奏会

2月17日（金）

19時

久石 譲

合同演奏：九州交響楽団

回

曲目

定期演奏会
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」
ブルックナー：交響曲 第 1番 ハ短調 WAB101

ディーリアス：イギリス狂詩曲 「ブリッグの定期市」
ヴァイオリン：辻 彩奈（辻のしんにょう１点）
ブルッフ：スコットランド幻想曲 作品46
ソプラノ：古瀬まきを
ヴォーン・ウイリアムズ：交響曲 第3番 「田園交響曲」

ショパン：ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲 「シェヘラザード」 作品35
ヒンデミット：ウェーバーの主題による交響的変容
アダムズ：サクソフォン協奏曲
ヒンデミット：交響曲 「画家マティス」
シューマン：交響曲 第1番 変ロ長調 作品38 「春」
久石譲：2 Dances for Orchestra （管弦楽版 世界初演）
スメラ：交響曲 第2番
プロコフィエフ：バレエ音楽「ロメオとジュリエット」組曲 作品64より
プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 作品63
プロコフィエフ：交響曲 第5番 変ロ長調 作品100
ブラームス：哀悼歌 作品82
ブルックナー：詩篇 第112番 WAB35
ブラームス：ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15
久石譲：Metaphysica（交響曲第３番）
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「春の祭典」
マルケス：Danzón 第2番
J.シュトラウスⅡ：皇帝円舞曲 作品437
コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
アイネム：フィラデルフィア交響曲 作品28
ラヴェル：ラ・ヴァルス

3月9日（木）

19時

川瀬 賢太郎

ハイドンマラソンHM.27

2022.
5月26日（木）

19時

飯森範親

ハイドンマラソンHM.28

9月18日（日）

14時

飯森範親

ヴァイオリン：漆原 啓子

ハイドン：交響曲 第44番 ホ短調 Hob. I:44「悲しみ」
モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ長調 K.219「トルコ風」
ハイドン：交響曲 第57番 ニ長調 Hob. I:57

ハイドンマラソンHM.29

12月9日（金）

19時

飯森範親

ヴァイオリン：荒井英治
ヴィオラ：須田祥子

ハイドン：交響曲 第59番 イ長調 Hob. I:59 「火事」
モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.364(320d)
ハイドン：交響曲 第11番 変ホ長調 Hob. I:11

ハイドンマラソンHM.30

2023.
3月31日（金）

第271回定期演奏会

ヴァイオリン：ティモシー・チューイ

ハイドンマラソン
ハイドン：交響曲 第53番 二長調 Hob. I:53 「帝国」
ハイドン：交響曲 第67番 へ長調 Hob. I:67
ハイドン：交響曲 第68番 変ロ長調 Hob. I:68

19時

飯森範親

ピアノ：上原 彩子

ハイドン：交響曲 第13番 二長調 Hob. I:13
J.S.バッハ：ピアノ協奏曲 第3番 ニ長調 BWV1054
ハイドン：交響曲 第21番 イ長調 Hob. I:21
ハイドン：交響曲 第22番 変ホ長調 Hob. I:22「哲学者」

ムソルグスキー（リムスキー＝コルサコフ編）：交響詩 「禿山の一夜」
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
プロコフィエフ：バレエ音楽「ロミオとジュリエット」作品64より

センチュリー豊中名曲シリーズ
豊中名曲Vol.22

6月11日（土）

15時

現田 茂夫

ピアノ：務川 慧悟

豊中名曲Vol.23

10月29日（土）

15時

角田 鋼亮

ヴァイオリン：周防 亮介

ドビュッシー：夜想曲より 「雲」 「祭」
グラズノフ：ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品82
ドビュッシー：交響詩「海」

ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 作品125 「合唱付き」

豊中名曲Vol.24

12月11日（日）

15時

大友 直人

ソプラノ：石橋 栄実
アルト ：山田 愛子
テノール ：藤田 卓也
バリトン :片桐 直樹
合唱：東京混声合唱団

豊中名曲Vol.25

2023.
3月18日（土）

15時

秋山 和慶

ピアノ：角野 隼斗

山田 耕筰：交響曲 ヘ長調 「かちどきと平和」
ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー
ストラヴィンスキー：バレエ組曲 「火の鳥」（1919年版）

特別演奏会

三重特別演奏会

9月11日（日）

15時

飯森 範親

ピアノ：福間 洸太朗

びわ湖定期公演 Vol.15

12月25日（日）

15時

秋山 和慶

ピアノ：小林 海都

モーツァルト：歌劇 「魔笛」 序曲 K.620
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第26番 ニ長調 K.537 「戴冠式」
～飯森マエストロによるレクチャー「なぜ、モーツァルトがすごいのか」～
モーツァルト：交響曲 第1番 変ホ長調 K.16
モーツァルト：交響曲 第41番 ハ長調 K.551 「ジュピター」
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番 変ロ長調 作品23
チャイコフスキー：交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

