
 
都響倶楽部ホームページをご覧の皆様 
  

平素より、都響倶楽部の活動にご⽀援賜り、また、都響を応援して 
くださり、誠にありがとうございます。 

都響倶楽部では、コロナ禍に⾒舞われる以前までの毎年、新楽季が 
始まる前の初春に、毎年我々を唸らせてくれているプログラム組成の 
「仕掛⼈」である、都響芸術主幹の国塩哲紀様に、新楽季プログラム 
の「聴きどころ」についてご講演いただき、都響倶楽部会員のみなら 
ず⼀般の⽅にもご参加いただいて、ご好評を博しておりました。国塩 
主幹の豊富な経験と深い⾒識を踏まえた、巧みな話術によるお話は、 
念⼊りにご準備いただいたスライド資料もあいまって、都響の演奏の 
醍醐味を何倍にも増幅する、実に素晴らしいものでした。 

コロナ禍により、この名物企画の中断が続いていることは誠に残念 
⾄極なところですが、この度、その渇きを少しでも癒すべく、国塩主 
幹に、「2022 年度楽季の⾒どころ聴きどころ」をご執筆いただき、 
都響倶楽部会員向けの機関紙である都響倶楽部通信 106 号に掲載いた 
しました。そして、本来であれば⼀般の⽅にもご参加いただいてお話 
をお伺いできるはずのものであることに鑑み、同記事について、国塩 
主幹のご厚意により、都響倶楽部ホームページの⼀般向けページへの 
掲載を許可いただきました。ご講演を彷彿とさせる、⼤変読み応えの 
ある内容となっております。どうか広く皆様にご⼀読いただき、都響 
演奏会に⾜を運んでいただければ幸いでございます。末筆ながら、掲 
載を許可いただきました国塩主幹に⼼より御礼申し上げますとともに、 
ご興味のある⽅は、都響倶楽部への⼊会もご検討いただけますよう、 
よろしくお願い申し上げます。 

  
                  都響倶楽部 代表 ⼭本憲光 



 2022年度楽季の見どころ聴きどころ
国塩哲紀

2022/4/21(木)都響スペシャル（東京オペラシティ）
2022/4/22(金)第948回定期A
Cond.大野和士　Pf.藤田真央　Vn.矢部達哉

シューマン：ピアノ協奏曲イ短調op.54
R.シュトラウス：交響詩《英雄の生涯》op.40

★シーズン開幕を飾るにふさわしい豪華な、そして都響ファンのみなさま待
望のプログラムではないでしょうか。ぜひ2日間お楽しみください。

������݄

ڹ۞ָ෦௨৴�WPM����



R.シュトラウス：オーボエ協奏曲
マーラー：交響曲第5番嬰ハ短調
2022/4/28(木)第949回定期C［平日昼］
Cond.大野和士　Ob.広田智之

★都響が誇る首席奏者にしてオーボエ界のスター、広田智之独奏の協奏曲
も聴ける、これまた贅沢なプログラムです。
翌日4/29(金祝)には新潟公演（「BSN新潟放送70周年／新潟日報80周年記
念公演」於・りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館）もありますので、よか
ったらお越しください。また、新潟のご親戚、ご友人、お知り合いにもぜ
ひ宣伝をお願いします。

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番ハ短調op.18
チャイコフスキー：交響曲第4番ヘ短調op.36
2022/5/25(水)第950回定期C［平日昼］
Cond.小泉和裕　Pf.ニコライ・ルガンスキー

★もはや説明不要かと。正攻法で王道を歩む2人の音楽家による名曲が心
を満たします！
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シンディ・マクティー：タイムピース
バーンスタイン：セレナード（プラトン『饗宴』による）
コープランド：交響曲第3番
 2022/5/30(月)第951回定期A
2022/5/31(火)第952回定期B
Cond.アンドリュー・リットン　Vn.金川真弓

　★才人リットンによる痛快無比なアメリカン・プログラムです。まずは何と
　言ってもワールドクラスの演奏で聴衆も楽員も魅了する金川真弓が独奏を
　務める、バーンスタイン《セレナード》が聴きものです。そして、意外にも
　これが都響初演奏となる、コープランド第3交響曲。長年機会をうかがって
　いましたが、ようやく、満を持してのプログラム。あの有名な《市民のため
　のファンファーレ》が現れる終楽章は胸熱です！
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メンデルスゾーン：交響曲第5番ニ長調op.107《宗教改革》　
ベートーヴェン：交響曲第3番変ホ長調op.55《英雄》
2022/6/13(月)第953回定期A
Cond.小泉和裕
★実に渋い！ そして格調高い！ 
まさに巨匠のプログラム。「ドレスデン・アーメン」とルターのコラール
「神はわがやぐら」が荘厳に鳴り響くメンデルスゾーンの《宗教改革》。
交響曲の歴史に飛躍的な革新をもたらしたベートーヴェンの《英雄》。堂
々たる風格と豊かな楽想を備えた2つのシンフォニーを、小泉和裕が指揮
者生活50年の経験と情熱を注ぎこみ、いっそう深く、いっそう壮大に構築
していきます。

サウリ・ジノヴィエフ：バッテリア（2016）
ショスタコーヴィチ：交響曲第7番ハ長調op.60《レニングラード》
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2022/6/25(日)プロムナードコンサートNo.397
Cond.クラウス・マケラ

マーラー：交響曲第6番イ短調《悲劇的》
2022/7/1(金)第954回定期B
Cond.クラウス・マケラ

★今や世界が注目するスター指揮者となった風雲児マケラ、都響再登場
です！ 2018年5月のセンセーショナルな初共演（＝日本デビュー）は今も語
り草。プロムナードでは、コロナ禍によりキャンセルとなった2020年4月定
期で予定していたショスタコーヴィチのスペクタクル超大作、第7交響曲
《レニングラード》と、マケラの盟友でもあるフィンランドの作曲家ジノヴ
ィエフの《バッテリア》。
そして、B定期では、マーラー6番。いきなりマーラー（しかも6番！）を任
せるというだけでも、マケラに寄せる都響の信頼と期待の大きさを感じてい
ただけると思います。
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【チック・コリアに捧ぐ】
  ガーシュウィン：キューバ序曲　
  チック・コリア：トロンボーン協奏曲　★日本初演
  ラヴェル：スペイン狂詩曲　
  ラヴェル：ボレロ
2022/7/17(日)都響スペシャル（サントリーホール）
2022/7/18(月祝)都響スペシャル（サントリーホール）
Cond.アラン・ギルバート　Tb.ジョセフ・アレッシ（NYP首席奏者）

★ニューヨーク・フィル首席トロンボーン奏者にして世界的スタープレ
ーヤー、ジョセフ・アレッシ降臨！ 2021年2月に惜しくも他界したジャ
ズ界の巨星チック・コリアが彼のために書いたトロンボーン協奏曲を、
アラン・ギルバートの指揮で日本初演という、超贅沢なスペシャルプロ
ジェクトです。そして、ひょっとして、もしかして、ことによると、《
ボレロ》のソロもアレッシが吹くの？吹かないの？どうなの？？ 
…それはわかりません。全国のトロンボーン奏者がサントリーホールに
集結するかも！？

モーツァルト：交響曲第39番変ホ長調K.543　
モーツァルト：交響曲第40番ト短調K.550
モーツァルト：交響曲第41番ハ長調K.551《ジュピター》
2022/7/24(日)第955回定期C
2022/7/25(月)第956回定期B
Cond.アラン・ギルバート

★2020年7月に予定されながら、コロナ禍で中止となった公演を、こんどこ
そ。アラン・ギルバートの指揮でお届けする、モーツァルトの三大交響曲で
す。名曲プログラムと言うなかれ、指揮者にとってもオーケストラにとって
もこれほど難しく、しかしこれほど崇高な音楽体験はありません。「本当に
難しい。でも、都響となら！」とギルバート自ら提案。2022年度上半期を
締めくくるにふさわしいプロジェクトです。
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ブラームス：ヴァイオリン協奏曲ニ長調op.77
ブラームス：交響曲第2番ニ長調op.73
2022/9/3(土)第957回定期C
Cond.大野和士　Vn.アリーナ・イブラギモヴァ

★ヨーロッパでイブラギモヴァと共演し、その演奏に感銘を受けた大野和
士が、ぜひ都響でもご一緒しましょうと声をかけたことで実現しました。イ
ブラギモヴァの豊かな美音とスケールの大きさを味わうに、ブラームスはぴ
ったりでしょう。明るくのびやかな交響曲第2番とともに、ブラームスの音
楽にひたってください。
翌日9/4（日）には小田原公演（「小田原三の丸ホール開館記念シリーズ公
演」於・小田原三の丸ホール）もありますので、お近くの方は、新しいホ
ール（2021年9月にオープンしました）の見学も兼ねて、ぜひお越しくださ
い。
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ドヴォルザーク：交響曲第5番ヘ長調op.76
ヤナーチェク：グラゴル・ミサ（1927年第1稿）
2022/9/9(金)第958回定期B
Cond.大野和士　S.小林厚子　A.山下裕賀　T.福井 敬　B.妻屋秀和　Org.大木麻理　
合唱：新国立劇場合唱団

ベートーヴェン：交響曲第6番ヘ長調op.68《田園》
レスピーギ：交響詩《ローマの噴水》
レスピーギ：交響詩《ローマの松》

★ヤナーチェクは孤高の天才。オペラも管弦楽曲も、独創的な語法とオー
ケストレーションが、誰にも似ていない独特の響きと表情を生み出してい
ます。大野は、2019年10月にロンドン響定期にジョン・エリオット・ガー
ディナーの代役として飛び込み、このヤナーチェク《グラゴル・ミサ》第1
稿を指揮し、成功を収めました。その勢いを駆って、都響定期でもぜひ、
とプログラム。かねてからヤナーチェクのオペラも共感を持って指揮してき
た大野のもと、この異形の傑作がその全貌を現します。前半のドヴォルザ
ーク第5交響曲も、聴きどころ満載の隠れた名作です。
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2022/9/23(金祝)プロムナードコンサートNo.398
Cond.小泉和裕
★田舎での心穏やかなひとときを満喫するベートーヴェンの交響曲。暮らし
の中の風物を通して、いにしえの時に思いを馳せるレスピーギの交響詩。音
の風景に身を置き、心の旅を楽しむ、そんなプログラムです。

【別宮貞雄生誕100年記念：協奏三景】
  別宮貞雄：チェロ協奏曲《秋》（1997/2001）　
  別宮貞雄：ヴィオラ協奏曲（1971）
  別宮貞雄：ヴァイオリン協奏曲（1968）
2022/9/30(金)第959回定期A
Cond.下野竜也　Vn.南 紫音　Va.ティモシー・リダウト　Vc.岡本侑也
★これこそ、都響しか思いつかない企画であり、都響がやらなければいけ
ない企画です。現代日本作曲界の重鎮として活躍し、2006年から2010年に
かけて都響定期「日本管弦楽の名曲とその源流」シリーズのプロデューサー
を務めてくださった別宮貞雄（べっくさだお）氏の生誕100年（没後10年）
を記念する演奏会です。しかも、別宮氏が日本屈指のシンフォニストである
ことを承知の上で、あえて交響曲は入れず、弦楽器のための協奏曲3曲を一
挙演奏するという、まさに乾坤一擲のプロジェクト。別宮氏の協奏曲はずば
り、「かっこいい」のです。洗練された抒情とみなぎるエネルギーが絶妙の
バランスで共存していて、クライマックスもカタルシスもしっかりとあり、
いつ聴いても胸躍る、まさに傑作ぞろい。そして今回は、単なるアニヴァー
サリー企画に留まらず、独奏に新世代の名手たちを迎え、日本の名曲を未来
に伝えていこうという試みでもあります。かねてより日本の管弦楽曲に深い
共感を持つ下野竜也の指揮のもと、都響だからこその「別宮貞雄の肖像」
をぜひご鑑賞ください。
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リスト：ハンガリー狂詩曲第2番　
バルトーク：ヴァイオリン協奏曲第2番　
ドヴォルザーク：交響曲第8番ト長調op.88　
2022/10/8(土)プロムナードコンサートNo.399
Cond.ゲルゲイ・マダラシュ　Vn.ヨゼフ・シュパチェク
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★ハンガリー出身で、現在リエージュ王立フィルハーモニー管弦楽団の音楽
監督を務めるゲルゲイ・マダラシュが都響初登場。自国が誇る2人の大作曲
家リストとバルトーク、そしてチェコを代表するドヴォルザークの名曲を披
露します。さらにバルトークの協奏曲の独奏は、都響とは2度共演歴があり
いずれも名演を聴かせたヨゼフ・シュパチェク。ともに30代半ばの俊英が丁
々発止と渡り合うライヴにご期待ください。

ランゴー：交響曲第4番《落葉》　
シューマン：チェロ協奏曲イ短調op.129　
ニールセン：交響曲第4番op.29《不滅》
2022/10/16(日)第960回定期C
Cond.トーマス・ダウスゴー　Vc.宮田 大

★2020年10月に予定されていながら、コロナ禍で中止となった公演を、よ
りパワーアップして仕切り直します。2015年5月の定期で骨太なニールセン
第3交響曲を聴かせてくれた、トーマス・ダウスゴーの指揮で、ランゴーと
ニールセンという自国デンマークが誇る作曲家2人の作品に加え、マエスト
ロたっての希望で独奏に宮田大を迎えてのシューマンの傑作チェロ協奏曲を
組みました。特に近年再評価が進むランゴーと、ニールセンの代表作
《不滅》をダウスゴーの力強い指揮で聴けるのは、この作曲家たちをよりよ
く知る好機です。2セットのティンパニが激しく渡り合う《不滅》には、こ
の困難な時代に打ち勝とうとする強い意志を感じることでしょう。「音楽は
生命であり、滅ぼし得ざるものである。」－ニールセン

細川俊夫：渦　
プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調op.19　
ムソルグスキー(ラヴェル編曲)：組曲《展覧会の絵》
2022/10/24(月)第961回定期A
Cond.準・メルクル　Vn.五明佳廉

★2021年3月の定期、2021年「第九」での共演が叶わなかった準・メルクル
とようやく、久しぶりの共演を果たしたいものです。細川俊夫の《渦》は、
準・メルクルの60歳（2019年）を祝して書かれたプレゼント。満を持して
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ウェーベルン：管弦楽のための6つの小品op.6（1928年改訂版）　
ブルックナー：交響曲第4番変ホ長調《ロマンティック》
　　　　　　（1874年初稿・ノヴァーク版）　
 2022/12/13(火)第962回定期B
2022/12/14(水)都響スペシャル（東京芸術劇場）
Cond.エリアフ・インバル

2022/12/19(月)第963回定期A
2022/12/20(火)第964回定期C［平日昼］
Cond.エリアフ・インバル　Pf.マルティン・ヘルムヒェン

ベートーヴェン：交響曲第9番ニ短調op.125《合唱付き》
2022/12/24(土)都響スペシャル「第九」（東京芸術劇場）
2022/12/25(日)都響スペシャル「第九」（東京文化会館）
2022/12/26(月)都響スペシャル「第九」（サントリーホール）
Cond.エリアフ・インバル　独唱未定　合唱：二期会合唱団

★2022年12月はインバル月間です。
まず、ブルックナー4番は、都響では23年ぶりの「第1稿」の演奏です。私た
ちがよく知る改訂稿とは驚くほど異なる相貌の《ロマンティック》（変ホ長
調）が、インバルの指揮でその野心に満ちた姿を現します。前半には、
前衛性でブルックナー4番第1稿と通じるものがあるとインバルが語るウェー
ベルンの、短くも壮絶な抒情が襲う作品6を置くという、大胆な組み合わせ
が新しく興味深い。
そして、1982年ベルリン生まれのマルティン・ヘルムヒェンを独奏に迎える
《皇帝》（変ホ長調）と、フランク（2022年が生誕200年）の交響曲ニ短調。

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番変ホ長調op.73《皇帝》　
フランク：交響曲ニ短調

メルクル自身の指揮による演奏が日本で実現します。進境著しい五明佳廉を
独奏に迎えてのプロコフィエフ第1協奏曲のロマンティシズム、そしてラヴェ
ルの華麗なるオーケストレーションが炸裂する《展覧会の絵》と、コンサー
トの前半から後半にかけて、モノクロームからカラーへと風景が変化してい
くかのようなプログラムです。
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シェーンベルク：浄められた夜op.4　
ブラームス（シェーンベルク編曲）：ピアノ四重奏曲第1番ト短調op.25
2023/1/12(木)第965回定期B
Cond.小泉和裕
★2021年5月に予定されていながら、コロナ禍で中止となった定期のプログ
ラムをそのままに。それは、誰よりも音楽の伝統を重んじ、先人に学ぶこと
を忘れなかったシェーンベルクの肖像とも言えるプログラムです。緻密な構
成と濃密な音楽、デーメルの詩に基づく劇的表現で、ワーグナーから連なる
後期ロマン派音楽の極北に迫るかのような《浄められた夜》。オリジナリテ
ィあふれるオーケストレーションで、ブラームスへの敬意を見事に表現した
名編曲《ピアノ四重奏曲第1番》。小泉＆都響の確かなアンサンブルで、シ
ンフォニックな聴きごたえも充分です。

シベリウス:カレリア序曲op.10
シベリウス：ヴァイオリン協奏曲ニ長調op.47
マデトヤ：交響曲第2番変ホ長調op.35
2023/1/20(金)第966回定期A
Cond.ヨーン・ストルゴーズ　Vn.ペッカ・クーシスト

★2021年6月に予定されながら、コロナ禍で来日が叶わなかったフィンラン
ドの2人の音楽家ストルゴーズ＆クーシストとの共演を改めて設定しました。
レーヴィ・マデトヤ（1887-1947）はシベリウスの高弟。その第2交響曲はフ
ィンランド内戦の体験を反映したドラマティックな音楽が展開される代表作。
ヘルシンキ・フィルとともにマデトヤの交響曲全集を完成させたストルゴ
ーズが、自信と誇りをもって紹介します。クーシスト独奏のシベリウスのヴ
ァイオリン協奏曲は、安心感と期待でいっぱいです。
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インバルの峻厳な指揮は、この曲がベートーヴェンの系譜に位置し、ワーグ
ナーの影響も受けていることをいっそう明らかにすることでしょう。
かくして、ベートーヴェンの偉大なニ短調の交響曲＝「第九」につながって
いくのです。
 



フォーレ：歌劇『ペネロープ』前奏曲　
フローラン・シュミット：管弦楽とピアノのための協奏交響曲op.82*　
ショーソン：交響曲変ロ長調op.20　
  2023/2/14(火)第967回定期B
Cond.ヤン・パスカル・トルトゥリエ　Pf.阪田知樹*

ラロ：スペイン交響曲op.21*　
ベルリオーズ：幻想交響曲op.14
 2023/2/19(日)第968回定期C
Cond.ヤン・パスカル・トルトゥリエ　Vn.ベンジャミン・ベイルマン*

★フランスの名指揮者ヤン・パスカル・トルトゥリエが12シーズンぶりに
登場する、この2つの定期は注目です。
まずB定期は、ワーグナーの影響にじむフランス音楽プログラム。フォーレ
らしい洗練された旋律性と楽劇風の濃密な響きが混然一体となって押し寄せ
る『ペネロープ』序曲。鬼才フローラン・シュミットの最高傑作とも評され、
全編超絶技巧のピアノを中心に官能的興奮と熱狂が異様なまでに持続する
《協奏交響曲》は、かねてよりこの作品の独奏を熱望していた阪田知樹とと
もに（実はこの曲、阪田さんにその存在を教わりました。彼の膨大な知識と
好奇心には驚きです！）。そして、深遠さと格調高さはフレンチ・シンフォ
ニー随一と言えるショーソンの交響曲。世紀転換期のフランスで花開いた爛
熟の響きに身をゆだねる一夜です。
一方のC定期は、2023年が生誕200年にあたるラロの代表作《スペイン交響
曲》と、絢爛たる音響と錯乱のドラマ渦巻くベルリオーズ（生誕220年）の
《幻想交響曲》という華やかなプログラム。ラロの独奏は、1989年アメリカ
合衆国ワシントンD.C.生まれのベンジャミン・ベイルマン。ここ数シーズン
だけでもヤノフスキ、ソヒエフら名指揮者との共演や、名門オーケストラ、
音楽祭へのデビューを次々と果たし、勢いに乗る俊英の登場です。

シューマン：マンフレッド序曲op.115　
モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466　
シューマン：交響曲第3番変ホ長調op.97《ライン》
2023/2/23(木祝)プロムナードコンサートNo.400
Cond.デイヴィッド・レイランド　Pf.ティル・フェルナー
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★コロナ禍で来日不可となったミンコフスキに代わって、2021年9月の定期
に緊急出演し、成功を収めたレイランドが再登場。と言っても実はもともと
都響デビューを予定していたのはこの演奏会で、シューマンとモーツァルト
の組み合わせもこちらが先に決まっていました。思いがけないめぐり合わせ
となりましたが、聴衆を沸かせたレイランドのシューマンがまた聴ける素晴
らしい機会です。さらに、ウィーンが生んだ名ピアニスト、ティル・フェル
ナーがモーツァルトのニ短調協奏曲を弾くのも大きな魅力です。

サン=サーンス：歌劇『サムソンとデリラ』より「バッカナール」
サン=サーンス：チェロ協奏曲第1番イ短調op.33　
リャードフ：交響詩《魔法にかけられた湖》op.62
ストラヴィンスキー：バレエ音楽《ペトルーシュカ》（1947年版）
2023/3/5(日)第969回定期C
Cond.ベン・グラスバーグ　Vc.ブリュノ・ドルプレール（ベルリン・フィル首席奏者）

★グラインドボーン音楽祭やリヨン国立管弦楽団の指揮者としても活躍する
英国出身の俊英ベン・グラスバーグの都響初登場です。自ら提案のリャード
フやストラヴィンスキーに加え、ベルリン・フィルの若き第1ソロ・チェリ
スト、ドルプレールとのサン＝サーンスなど、ドラマティックでカラフルな
プログラムを披露します。

マーラー：交響曲第2番ハ短調《復活》　
2023/3/15(水)第970回定期A
2023/3/16(木)都響スペシャル（サントリーホール）
Cond.大野和士　S.中村恵理　MS.藤村実穂子　Cho.新国立劇場合唱団

★2021年2月に予定されながらコロナ禍で無念の中止。しかし、今度こそ
「復活」です！
ここ数シーズンかけてマーラーの第4交響曲、第3交響曲、《少年の不思議
な角笛》と手がけてきた大野和士が、満を持して《復活》を指揮。中村恵理、
藤村実穂子、新国立劇場合唱団と声楽陣も充実。祈りと希望を超越的な次
元で表現するマーラーの音楽宇宙が鳴動し、パンデミックを乗り越えた私
たちの心と共振することでしょう。
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★コロナ禍で来日不可となったミンコフスキに代わって、2021年9月の定期
に緊急出演し、成功を収めたレイランドが再登場。と言っても実はもともと
都響デビューを予定していたのはこの演奏会で、シューマンとモーツァルト
の組み合わせもこちらが先に決まっていました。思いがけないめぐり合わせ
となりましたが、聴衆を沸かせたレイランドのシューマンがまた聴ける素晴
らしい機会です。さらに、ウィーンが生んだ名ピアニスト、ティル・フェル
ナーがモーツァルトのニ短調協奏曲を弾くのも大きな魅力です。

バルトーク：舞踏組曲　
バルトーク：ピアノ協奏曲第1番　
ラヴェル：クープランの墓　
ドビュッシー：海　
2023/3/21(火祝)プロムナードコンサートNo.401
Cond.大野和士　Pf.ジャン＝エフラム・バヴゼ
★2021年2月に叶わなかったバヴゼとの共演を、彼とのバルトーク第1番の
演奏を日本でも果たしたい！　そんな大野の思いもあふれるコンサートです。
原始的な力がうなりを上げるバルトークのハードな音響世界。典雅なラヴェ
ル。きらめく音色で描かれたドビュッシーの交響的スケッチ。20世紀の扉を
開いた鬼才たちの創造の海を旅するプログラムです。

【リゲティの秘密－生誕100年記念－】
  リゲティ（アブラハムセン編曲）：虹～ピアノのための練習曲集第1巻より　
  リゲティ：ヴァイオリン協奏曲*
  バルトーク：バレエ音楽《中国の不思議な役人》（全曲）　
  リゲティ：マカーブルの秘密*
2023/3/27(月)第971回定期B
2023/3/28(火)都響スペシャル（サントリーホール）
Cond.大野和士　Vn／Voice.パトリツィア・コパチンスカヤ*　合唱：栗友会合唱団

★シーズン最後にとんでもないプログラムを用意しました。独創的な音響と
あらゆる技法を超越した破格のスタイルで圧倒的な影響を残した、20世紀最
大の作曲家の一人ジェルジ・リゲティの生誕100年を記念するスペシャル企
画です。なんと言っても、コパチンスカヤ（ベルリン・フィルの2021/2022
シーズンのアーティスト・イン・レジデンスを務めるなど大活躍中！）が独
奏を務めるヴァイオリン協奏曲と、独唱(！？)を務める《マカーブルの秘密》
が聴きもの（見もの）。2019年1月のシェーンベルクVn協奏曲以来となる大
野都響との共演は、さらにパワーアップした彼女の超絶技巧とパフォーマン
スが炸裂することでしょう。ユーモアと毒もちりばめられたリゲティの音楽
に、耳も目もくぎ付けです。
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国塩哲紀 (くにしお てつき)

プロフィール

1962年岡山市生まれ。中央大学文学部
文学科ドイツ文学専攻卒業。岡山シンフォ
ニーホールプロデューサー、東京オペラシ
ティ文化財団チーフプロデューサーを経て、
2013年より東京都交響楽団芸術主幹。


